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Cloud Manager および Cloud Volumes ONTAP の
ドキュメント
Cloud Manager を使用すると、 IT エキスパートとクラウドアーキテクトは、ネットアップのクラウドソリュ
ーションを使用してハイブリッドマルチクラウドインフラを一元管理できます。

最新情報をご確認ください

• "Cloud Manager の重要な変更点"

• "Cloud Manager の新機能"

• "Cloud Volumes ONTAP の新機能"

はじめに

• "クラウドマネージャ"

• "アカウント設定"

• "Cloud Volumes ONTAP for AWS"

• "Cloud Volumes ONTAP for Azure"

• "Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud の略"

• "Azure NetApp Files の特長"

• "Cloud Volumes Service for AWS"

• "Cloud Volumes Service for Google Cloud"

• "クラウドコンプライアンス"

• "グローバルファイルキャッシュ"

• "クラウドへのバックアップ"

• "Cloud Insights の機能です"

API による自動化

• "API 開発者ガイド"

• "自動化のサンプル"

同僚とつながり、サポートを受け、詳細情報を入手します

• "ネットアップコミュニティ：クラウドデータサービス"

• "NetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート"

• "ヘルプを参照したり、詳細情報を参照したりするには"
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リリースノート

クラウドマネージャ

Cloud Manager 3.8 の新機能

通常、 Cloud Manager では毎月新しいリリースが導入され、新機能、拡張機能、および
バグ修正が提供されます。

以前のリリースをお探しですか？"3.7 の新機能"

"3.6 の新機能"

"3.5 の新機能"

新しい Terraform プロバイダ（ 2020 年 10 月 19 日）

ネットアップは、 DevOps チームが Cloud Manager と連携して Cloud Volumes ONTAP を自動化し、コード
としてインフラと統合できる新しい Terraform プロバイダを開発しました。

"cloudmanager プロバイダを表示します"。

Cloud Manager 3.8.9 の更新（ 2020 年 10 月 18 日）

を活用して "Spot の Cloud Analyzer の略"Cloud Manager では、クラウドコンピューティング関連のコストを
高水準で分析し、コスト削減の可能性を特定できるようになりました。この情報は、 Cloud Manager の *

Compute * サービスから入手できます。 "詳細はこちら。"。
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Cloud Manager 3.8.9 の更新（ 2020 年 10 月 13 日）

Cloud Tiering には、次の 2 つの更新がリリースされてい

• Cloud Tiering のライセンスが Cloud Manager から提供されるようになりました。

従量課金制のサブスクリプション、 FabricPool 階層化ライセンスの _ ONTAP _ 、またはその組み合わせ
を使用して、オンプレミスの ONTAP クラスタからクラウドへのデータ階層化を行うことができます。

• スタンドアロンの Cloud Tiering サービスは廃止されました。Cloud Tiering には、 Cloud Manager から直
接アクセスできます。 Cloud Manager には、同じ機能がすべて利用できます。

Cloud Manager 3.8.9 （ 2020 年 10 月 4 日）

• Cloud Compliance の機能拡張

• Cloud Volumes Service for AWS の機能拡張

• Cloud Sync の統合

• [アカウント管理の機能拡張]

• [政府地域の変更]

Cloud Compliance の機能拡張

• Cloud Manager に、新しい * Cloud Compliance Viewer * ロールが追加されました。

このロールを割り当てられたユーザーは、コンプライアンス情報を表示し、アクセス権限を持つワークス
ペースのレポートを生成することのみができます。Cloud Compliance の設定は管理できず、他の Cloud

Manager の機能やサービスにはアクセスできません。これは、 Cloud Compliance スキャンの結果を監視
できるようにするために、法務部門にとって最適な役割です。を参照してください "ユーザロール" を参照
してください。

• MongoDB データベーススキーマと PostgreSQL データベーススキーマのスキャンがサポートされるよう
になりました。を参照してください "データベーススキーマをスキャンしています" を参照してください。

• Cloud Compliance の価格は、 10 月 7 日時点で変更されています。

Cloud Compliance が Cloud Manager ワークスペースでスキャンする最初の 1TB のデータは無料です。こ
れには、 Cloud Volumes ONTAP ボリューム、 Azure NetApp Files ボリューム、 Amazon S3 バケット、
データベーススキーマのデータが含まれます。1TB に達したあとに追加データをスキャンするには、サブ
スクリプションが必要です。を参照してください "価格設定" を参照してください。

Cloud Volumes Service for AWS の機能拡張

新しいボリュームを作成するときに、そのボリュームを別のボリュームの既存の Snapshot コピーに基づいて
作成することができます。

Cloud Sync の統合

ネットアップの Cloud Sync サービスが Cloud Manager 内から利用できるようになりました。Cloud Sync

は、シンプルでセキュアな自動化された方法で、データを任意のソースデスティネーションから、クラウド内
または社内の任意のターゲットデスティネーションに移行します。 "詳細はこちら。"。
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アカウント管理の機能拡張

アカウントを管理する方法が追加されました。

• アカウントリソースの概要が表示されます。

アカウント内のユーザー、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプションの数を簡単に表示でき
ます。

• アカウントの名前を変更できます。

• アカウント ID 、ワークスペース ID 、またはコネクタ ID をコピーできます。

これらの ID をコピーすると、計画している自動化機能に役立ちます。

• SaaS プラットフォームの使用を無効にできます。

会社のセキュリティポリシーに準拠するために必要な場合を除き、 SaaS プラットフォームを無効にする
ことはお勧めしません。SaaS プラットフォームを無効にすると、ネットアップの統合クラウドサービス
を使用できなくなります。 "詳細はこちら。"。

政府地域の変更

コネクタを AWS GovCloud リージョン、 Azure Government リージョン、または Azure DoD リージョンに導
入した場合、 Cloud Manager へのアクセスはコネクタのホスト IP アドレスからのみ可能になりまし
た。SaaS プラットフォームへのアクセスは、アカウント全体で無効になります。

つまり、エンドユーザの内部 VPC / VNet にアクセスできる特権ユーザのみが Cloud Manager の UI または
API を使用できます。

"この制限事項の詳細については、こちらをご覧ください"。
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Cloud Manager 3.8.8 アップデート（ 2020 年 9 月 22 日）

Kubernetes サービスが強化され、使いやすくなりました。また、次のような機能も追加されています。

• クラウドプロバイダのマネージド Kubernetes サービスで実行されている Kubernetes クラスタを簡単に検
出できるようになりました。

[ クラスタの検出 ] をクリックするだけで、すでに指定したクラウドプロバイダの権限を使用して管理対
象クラスタが検出されます。

• 検出された Kubernetes クラスタについて、状態、ボリューム数、ストレージクラスなどの詳細情報を確
認できるようになりました。

• クラスタと Cloud Volumes ONTAP の間の通信を確保するために、リソースとエラーをチェックする機能
が追加されました。そうでない場合は、お知らせいたします。

"開始方法をご確認ください"。

Connector のサービスアカウントでは、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行されている Kubernetes

クラスタを検出および管理するために次の権限が必要です。

- container.*

Cloud Manager 3.8.8 の更新プログラム（ 2020 年 9 月 10 日）

Cloud Manager を使用してグローバルファイルキャッシュを導入する際には、次の点を改善できます。
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• AWS の Cloud Volumes ONTAP HA ペアが、中央ストレージのバックエンドストレージプラットフォーム
としてサポートされるようになりました。

• 複数のグローバルファイルキャッシュコアインスタンスを負荷分散設計に配置できます。

"グローバルファイルキャッシュの詳細については、こちらをご覧ください"。

Cloud Manager 3.8.8 （ 2020 年 9 月 9 日）

• Cloud Volumes Service for Google Cloud のサポート

• クラウドへのバックアップで、オンプレミスの ONTAP クラスタがサポートされるようになりました

• [クラウドへのバックアップの機能拡張]

• Cloud Compliance の機能拡張

• [ナビゲーションが更新されました]

• [管理の改善]

Cloud Volumes Service for Google Cloud のサポート

• 作業環境を追加して、既存の Cloud Volumes Service for GCP ボリュームを管理し、新しいボリュームを
作成します。 "詳細をご確認ください"。

• Linux クライアントと UNIX クライアントの場合は NFSv3 ボリュームと NFSv4.1 ボリューム、 Windows

クライアントの場合は SMB 3.x ボリュームを作成して管理します。

• ボリューム Snapshot を作成、削除、およびリストアします。

クラウドへのバックアップで、オンプレミスの ONTAP クラスタがサポートされるようになりました

オンプレミスの ONTAP システムからクラウドへのデータのバックアップを開始オンプレミスの作業環境でク
ラウドへのバックアップを有効にし、 Azure Blob Storage にボリュームをバックアップ "詳細はこちら。"。

クラウドへのバックアップの機能拡張

使いやすさを向上させるため、ユーザインターフェイスを改訂しました。

• ボリュームリストページでは、バックアップ対象のボリュームと使用可能なバックアップを簡単に確認で
きます

• 各作業環境のバックアップ設定を表示するバックアップ設定ページ

Cloud Compliance の機能拡張

• データベースからデータをスキャンできます

データベースをスキャンして、各スキーマに存在する個人データと機密データを特定します。サポートさ
れているデータベースには、 Oracle 、 SAP HANA 、 SQL Server （ MSSQL ）があります。 "データベ
ースのスキャンの詳細については、こちらをご覧ください"。

• データ保護（ DP ）ボリュームをスキャンする機能

DP ボリュームは、通常はオンプレミスの ONTAP クラスタからの SnapMirror 処理のデスティネーション
ボリュームです。オンプレミスファイルに保存されている個人データや機密データを簡単に識別できるよ
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うになりました。 "方法を参照してください"。

ナビゲーションが更新されました

Cloud Manager のヘッダーを更新したので、 NetApp クラウドサービス間の移動が簡単になりました。

[ すべてのサービスを表示 ] をクリックすると、ナビゲーションに表示するサービスをピン留めしたり、ピン
留めを解除したりできます。

ご覧のように、 [ アカウント ] 、 [ ワークスペース ] 、 [ コネクタ ] のドロップダウンも更新されているので、
現在の選択内容を簡単に確認できます。

管理の改善

• 非アクティブなコネクタを Cloud Manager から削除できるようになりました。 "詳細をご確認ください"。

• 現在クラウドプロバイダのクレデンシャルに関連付けられている Marketplace サブスクリプションを置き
換えることができるようになりました。請求方法を変更する必要がある場合は、この変更を利用して、適
切な Marketplace サブスクリプションを通じて課金されるようにすることができます。

詳細をご確認ください "AWS の場合"、 "Azure の場合："および "GCP で"。
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Azure の必要な権限に関する更新情報（ 2020 年 8 月 6 日）

Azure の導入でエラーが発生しないように、 Azure の Cloud Manager ポリシーに次の権限が含まれているこ
とを確認してください。

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read"

Azure では、一部の仮想マシン環境（導入時に使用される基盤となる物理ハードウェアによって異なる）に対
してこの権限が必要となります。

"Azure の最新の Cloud Manager ポリシーを表示します"。

Cloud Manager 3.8.7 （ 2020 年 8 月 3 日）

• [新しいソフトウェアサービスエクスペリエンス]

• Cloud Volumes ONTAP の機能拡張

• Azure NetApp Files の機能拡張

• Cloud Volumes Service for AWS の機能拡張

• Cloud Compliance の機能拡張

• [クラウドへのバックアップの機能拡張]

• [グローバルファイルキャッシュのサポート]

新しいソフトウェアサービスエクスペリエンス

ネットアップは、 Cloud Manager のソフトウェアサービスエクスペリエンスを全面的に導入しました。この
新しいエクスペリエンスにより、 Cloud Manager の使用が簡単になり、ハイブリッドクラウドインフラ管理
のための追加機能を提供できるようになりました。

Cloud Manager にはが含まれています "SaaS-based インターフェイス" NetApp Cloud Central に統合されて
いるコネクタ。 Cloud Manager がパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理できるようにしま
す。（コネクタは、実際にはインストール済みの既存の Cloud Manager ソフトウェアと同じです）。

ほとんどの場合コネクタは必要ですが、 Cloud Sync 、 Cloud Volumes Service 、または Azure

NetApp Files を Cloud Manager から使用する必要はありません。

このリリースノートですでに説明したように、コネクタ用のマシンタイプをアップグレードして、当社が提供
する新しい機能にアクセスする必要があります。Cloud Manager にマシンタイプを変更する手順が表示され
ます。 "詳細はこちら。"。

Cloud Volumes ONTAP の機能拡張

Cloud Volumes ONTAP では、 2 つの拡張機能を使用できます。

• * 追加容量を割り当てるための複数の BYOL ライセンス *

Cloud Volumes ONTAP BYOL システムに複数のライセンスを購入して、 368 TB を超える容量を割り当て
ることができるようになりました。たとえば、 2 つのライセンスを購入して、 Cloud Volumes ONTAP に
最大 736TB の容量を割り当てることができます。また、 4 つのライセンスを購入して、最大 1.4 PB まで

8

https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://occm-sample-policies.s3.amazonaws.com/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.8.7.json
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/
https://cloudmanager.netapp.com/


ライセンスを取得することもできます。

シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。

ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してくだ
さい。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトスト
レージに階層化します"。ディスクの制限については、を参照してください "ストレージの制限について
は、『 Cloud Volumes ONTAP リリースノート』を参照してください"。

"新しいシステムライセンスを追加する方法について説明します"。

• * 外部キーを使用して Azure 管理対象ディスクを暗号化 *

別のアカウントの外部キーを使用して、シングルノード Cloud Volumes ONTAP システムの Azure 管理デ
ィスクを暗号化できるようになりました。この機能は API を使用してサポートされます。

シングルノードシステムの作成時に API 要求に次の情報を追加するだけです。

"azureEncryptionParameters": {

      "key": <azure id of encryptionset>

  }

この機能を使用するには、最新ので示されている新しい権限が必要です "Azure 向け Cloud Manager ポリ
シー"。

"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"

Azure NetApp Files の機能拡張

このリリースには、 Azure NetApp Files のサポートに関する機能拡張が複数含まれています。

• * Azure NetApp Files セットアップ *

Azure NetApp Files を Cloud Manager から直接セットアップおよび管理できるようになりました。 "詳細
をご確認ください"。

• * 新しいプロトコルのサポート *

NFSv4.1 ボリュームと SMB ボリュームを作成できるようになりました。

• * 容量プールとボリュームスナップショットの管理 *

Cloud Manager では、ボリューム Snapshot を作成、削除、リストアできます。新しい容量プールを作成
してそのサービスレベルを指定することもできます。

• * ボリュームの編集機能 *

ボリュームのサイズを変更し、タグを管理することで、ボリュームを編集できます。
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Cloud Volumes Service for AWS の機能拡張

Cloud Manager では、 Cloud Volumes Service for AWS をサポートするために多数の機能拡張が行われていま
す。

• * 新しいプロトコルのサポート *

NFSv4.1 ボリューム、 SMB ボリューム、およびデュアルプロトコルボリュームを作成できるようになり
ました。これまでは、 Cloud Manager で NFSv3 ボリュームを作成して検出することしかできませんでし
た。

• * スナップショットサポート *

Snapshot ポリシーを作成して、ボリューム Snapshot の作成、オンデマンド Snapshot の作成、
Snapshot からのボリュームのリストア、既存の Snapshot に基づく新しいボリュームの作成などを自動化
できます。を参照してください "Cloud Volume スナップショットの管理" を参照してください。

• * Cloud Manager * からリージョン内に初期ボリュームを作成します

このリリースより前のリリースでは、各リージョンの最初のボリュームを Cloud Volumes Service for

AWS インターフェイスで作成する必要がありました。これで、にサブスクライブできるようになりまし
た "AWS Marketplace で提供されている NetApp Cloud Volumes Service ソリューションの 1 つ" 次に、
Cloud Manager から最初のボリュームを作成します。

Cloud Compliance の機能拡張

以下の機能強化がクラウドコンプライアンスで利用できるようになりました。

• * Cloud Compliance インスタンスの導入プロセスを改訂 *

Cloud Compliance インスタンスのセットアップと導入には、 Cloud Manager の新しいウィザードを使用
します。導入が完了したら、スキャンする作業環境ごとにサービスを有効にします。

• * 作業環境内でスキャンするボリュームを選択する機能 *

Cloud Volumes ONTAP または Azure NetApp Files 作業環境内の個々のボリュームに対するスキャンを有
効または無効にできるようになりました。特定のボリュームで準拠状況をスキャンする必要がない場合
は、スキャンをオフにします。

"ボリュームのスキャンを無効にする方法については、こちらをご覧ください。"

• * ナビゲーションタブを使用して、関心領域にすばやくジャンプできます。 *

Dashboard 、 Investigation 、 Configuration の新しいタブを使用すると、これらのセクションに簡単にア
クセスできます。

• * HIPAA レポート *

新たに Health Insurance Portability and Accountability Act （ HIPAA ：医療保険の携行性と責任に関する法
律）レポートが公開されました。このレポートは、 HIPAA データプライバシー法に準拠するという組織
の要件を支援するために作成されています。

"HIPAA レポートの詳細をご覧ください。"
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• * 新しい機密性の高い個人データ型 *

クラウドコンプライアンスでは、ファイル内に ICD-9-CM Medical Codes を検索できるようになりまし
た。

• * 新しい個人データ型 *

Cloud Compliance では、新しい 2 つの国 ID （クロアチア ID （ OIB ）とギリシャ ID ）がファイルに追
加されました。

クラウドへのバックアップの機能拡張

次の機能拡張がクラウドへのバックアップに使用できるようになりました。

• * お客様所有のライセンスを使用（ BYOL ）できるようになりました *

クラウドへのバックアップは、従量課金制（ PAYGO ）ライセンスでのみ利用できます。BYOL ライセン
スを使用すると、一定期間、および最大容量のバックアップスペースの間、ネットアップからライセンス
を購入して Backup to Cloud を使用できます。いずれかの制限に達すると、ライセンスを更新する必要が
あります。

"新しい Backup to Cloud BYOL ライセンスの詳細については、こちらをご覧ください。"

• * データ保護（ DP ）ボリューム * のサポート

データ保護ボリュームをバックアップおよびリストアできるようになりました。

グローバルファイルキャッシュのサポート

ネットアップのグローバルファイルキャッシュを使用すると、分散したファイルサーバのサイロをパブリック
クラウドの 1 つの包括的なグローバルストレージ容量に統合できます。これにより、グローバルにアクセス
可能なファイルシステムがクラウド内に作成され、分散したすべての場所がローカルの場合と同様に使用でき
るようになります。

このリリースから、グローバルファイルキャッシュ管理インスタンスとコアインスタンスを Cloud Manager

で導入および管理できるようになりました。これにより、初期導入プロセスでは数時間を節約でき、このシス
テムと他の導入済みシステムについて Cloud Manager を使用した単一のコンソールが提供されます。グロー
バルファイルキャッシュエッジインスタンスは、引き続きリモートオフィスでローカルに導入されます。

を参照してください "Global File Cache の概要" を参照してください。

Cloud Manager を使用して導入できる初期設定は、次の要件を満たす必要があります。従来の手順を使用し
て、 Cloud Volumes Service 、 Azure NetApp Files 、 Cloud Volumes Service for AWS や GCP などの他の設
定も引き続き導入されます。 "詳細はこちら。"。

• 中央ストレージとして使用するバックエンドストレージプラットフォームは、 Azure で Cloud Volumes

ONTAP HA ペアを導入済みの作業環境である必要があります。

他のストレージプラットフォームやクラウドプロバイダは、現時点では Cloud Manager を使用してサポ
ートされていませんが、従来の導入手順を使用して導入することもできます。

• GFC コアは、スタンドアロンインスタンスとしてのみ導入できます。
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複数のコアインスタンスを含む負荷分散設計を使用する必要がある場合は、レガシー手順を使用する必要
があります。

この機能を使用するには、最新ので示されている新しい権限が必要です "Azure 向け Cloud Manager ポリシ
ー"。

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",

"Microsoft.Insights/Metrics/Read",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",

"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",

"Microsoft.Resources/deployments/delete",

エクスペリエンスの向上には、より強力な機械タイプが必要（ 2020 年 7 月 15 日）

Cloud Manager のエクスペリエンスを向上させるためには、マシンタイプをアップグレードして、これから
提供する新しい機能にアクセスする必要があります。この改善には、が含まれます "Cloud Manager のソフト
ウェアサービスエクスペリエンス" クラウドサービスの統合機能が新しく強化されています。

Cloud Manager にマシンタイプを変更する手順が表示されます。

以下に詳細を示します。

1. Cloud Manager の新機能が正常に機能するように、適切なリソースを利用できるようにするために、デフ
ォルトのインスタンス、 VM 、マシンのタイプを次のように変更しました。

◦ AWS ： t3.xlarge

◦ Azure ： DS3 v2

◦ GCP ： n1-standard-4

サポートされる最小サイズは、これらのデフォルトサイズです "CPU と RAM の要件に基づきます"。

2. この移行の一環として、 Cloud Manager は次のエンドポイントにアクセスして、 Docker インフラのコン
テナコンポーネントのソフトウェアイメージを取得できるようにする必要があります。

\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

Cloud Manager からこのエンドポイントへのアクセスがファイアウォールで有効になっていることを確認
してください。

Cloud Manager 3.8.6 （ 2020 年 7 月 6 日）

• iSCSI ボリュームのサポート

• <<「すべて」の階層化ポリシーがサポートされます>>
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iSCSI ボリュームのサポート

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP クラスタとオンプレミス ONTAP クラスタの iSCSI ボリューム
をユーザインターフェイスから直接作成できるようになりました。

iSCSI ボリュームを作成すると、 Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに
1 つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボリュームを作成したら、 "IQN

を使用して、から LUN に接続します ホスト"。

LUN は、 System Manager または CLI を使用して追加で作成できます。

「すべて」の階層化ポリシーがサポートされます

Cloud Volumes ONTAP のボリュームを作成または変更するときに、「すべて」の階層化ポリシーを選択でき
るようになりました。「すべて」の階層化ポリシーを使用すると、データはすぐにコールドとしてマークさ
れ、オブジェクトストレージにできるだけ早く階層化されます。 "データ階層化の詳細については、こちらを
ご覧ください。"。

Cloud Manager から SaaS への移行（ 2020 年 6 月 22 日）

ネットアップは、 Cloud Manager 向けのサービスとしてのソフトウェアエクスペリエンスを提供します。こ
の新しいエクスペリエンスにより、 Cloud Manager の使用が簡単になり、ハイブリッドクラウドインフラ管
理のための追加機能を提供できるようになりました。 "詳細はこちら。"。

Cloud Manager 3.8.5 （ 2020 年 5 月 31 日）

• Azure Marketplace での新しいサブスクリプションが必要です

• [クラウドへのバックアップの機能拡張]

• Cloud Compliance の機能拡張

Azure Marketplace での新しいサブスクリプションが必要です

Azure Marketplace で新しいサブスクリプションが提供されています。Cloud Volumes ONTAP 9.7 PAYGO を
導入するには、この 1 回限りのサブスクリプションが必要です（ 30 日間の無償トライアルシステムを除く
）。サブスクリプションでは、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO および BYOL のアドオン機能も提供できま
す。作成した Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムごと、および有効にしたアドオン機能ごとに、このサ
ブスクリプションから料金が請求されます。

新しい Cloud Volumes ONTAP システム（ 9.7 P1 以降）の導入時に、 Cloud Manager からこのサービスへの
登録を求められます。
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クラウドへのバックアップの機能拡張

次の機能拡張がクラウドへのバックアップに使用できるようになりました。

• Azure では、新しいリソースグループを作成したり既存のリソースグループを選択したりできるようにな
りました。 Cloud Manager でリソースグループを作成する必要はありません。クラウドへのバックアッ
プを有効にしたあとでリソースグループを変更することはできません。

• AWS では、 Cloud Manager AWS アカウントとは別の AWS アカウントにある Cloud Volumes ONTAP イ
ンスタンスをバックアップできるようになりました。

• ボリュームのバックアップスケジュールを選択する際に追加のオプションを使用できるようになりまし
た。日単位、週単位、月単位のバックアップオプションに加え、日単位 30 、週単位 13 、月単位 12 のバ
ックアップなどの組み合わせポリシーを提供するシステム定義のポリシーのいずれかを選択できるように
なりました。

• ボリュームのすべてのバックアップを削除したあと、そのボリュームのバックアップの作成を再開できる
ようになりました。これは、以前のリリースの既知の制限事項です。

Cloud Compliance の機能拡張

Cloud Compliance で使用できる機能拡張は次のとおりです。

• Cloud Compliance インスタンスとは異なる AWS アカウントにある S3 バケットをスキャンできるように
なりました。既存の Cloud Compliance インスタンスがこれらのバケットに接続できるようにするには、
新しいアカウントにロールを作成する必要があります。 "詳細はこちら。"。

リリース 3.0.5 より前に Cloud Compliance を設定した場合は、既存のを変更する必要があります "Cloud

Compliance インスタンスの IAM ロール" をクリックしてください。

• 調査ページの内容をフィルタして、表示する結果のみを表示できるようになりました。フィルタには、作
業環境、カテゴリ、プライベートデータ、ファイルタイプ、最終変更日、 S3 オブジェクトの権限がパブ
リックアクセスに対して許可されているかどうか。
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• 作業環境で Cloud Compliance を活動化または非活動化できるように、 Cloud Compliance タブから直接
活動化できるようになりました。

Cloud Manager 3.8.4 アップデート（ 2020 年 5 月 10 日）

Cloud Manager 3.8.4 の機能拡張をリリースしました。

Cloud Insights の統合

Cloud Manager は、ネットアップの Cloud Insights サービスを活用することで、 Cloud Volumes ONTAP イン
スタンスの正常性とパフォーマンスに関するインサイトを提供し、クラウドストレージ環境のパフォーマンス
のトラブルシューティングと最適化を支援します。 "詳細はこちら。"。

Cloud Manager 3.8.4 （ 2020 年 5 月 3 日）

Cloud Manager 3.8.4 では、次の点が改善されました。

クラウドへのバックアップの機能拡張

クラウドへのバックアップ（以前の S3_for AWS へのバックアップ）で次の機能拡張が可能になりました。

• * Azure Blob Storage へのバックアップ *

クラウドへのバックアップが Cloud Volumes ONTAP で Azure で利用できるようになりました。クラウド
へのバックアップは、保護とクラウドデータの長期アーカイブのためのバックアップとリストア機能を提
供します。 "詳細はこちら。"。

• * バックアップを削除しています *

特定のボリュームのすべてのバックアップを Cloud Manager のインターフェイスから直接削除できるよ
うになりました。 "詳細はこちら。"。

Cloud Manager 3.8.3 （ 2020 年 4 月 5 日）

• Cloud Tiering との統合

• Azure NetApp Files へのデータ移行
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• Cloud Compliance の機能拡張

• S3 へのバックアップの機能拡張

• API を使用した iSCSI ボリューム

Cloud Tiering との統合

ネットアップの Cloud Tiering サービスは、 Cloud Manager から利用できるようになりました。Cloud Tiering

を使用すると、オンプレミスの ONTAP クラスタからクラウド内の低コストのオブジェクトストレージにデー
タを階層化できます。これにより、クラスタのハイパフォーマンスストレージスペースが解放され、より多く
のワークロードに対応できるようになります。

"詳細はこちら。"。

Azure NetApp Files へのデータ移行

NFS または SMB データを Azure NetApp Files に Cloud Manager から直接移行できるようになりました。デ
ータの同期には、ネットアップの Cloud Sync サービスが利用されています。

"Azure NetApp Files にデータを移行する方法について説明します"。

Cloud Compliance の機能拡張

以下の機能強化がクラウドコンプライアンスで利用できるようになりました。

• * Amazon S3 * の 30 日間無料トライアル版

Amazon S3 のデータをクラウドコンプライアンスでスキャンするための 30 日間無償トライアルを利用で
きるようになりました。Amazon S3 で Cloud Compliance を有効にしていた場合、 30 日間の無償トライ
アルは本日から有効になります（ 2020 年 4 月 5 日）。

AWS Marketplace へのサブスクリプションは、無償トライアルの終了後も Amazon S3 のスキャンを続行
するために必要です。 "登録方法については、こちらをご覧ください"。

"Amazon S3 をスキャンするための価格設定について説明します"。

• * 新しい個人データ型 *

Cloud Compliance のファイルに、新しい国別識別子（ブラジルの ID （ CPF ））が追加されました。

"個人データの種類の詳細については、こちらをご覧ください"。

• * 追加のメタデータカテゴリ * のサポート

Cloud Compliance では、データをさらに 9 つのメタデータカテゴリに分類できるようになりました。 "サ
ポートされているメタデータカテゴリの一覧を確認します"。

S3 へのバックアップの機能拡張

Backup to S3 サービスで以下の機能拡張が可能になりました。

• * バックアップ用の S3 ライフサイクルポリシー *
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バックアップは _Standard_storage クラスから開始し、 30 日後に _Standard-Infrequent Access_storage

クラスに移行します。

• * バックアップを削除しています *

Cloud Manager API を使用してバックアップを削除できるようになりました。 "詳細はこちら。"。

• * パブリックアクセスをブロック *

Cloud Manager でが有効になります "Amazon S3 ブロックのパブリックアクセス機能" バックアップが格
納されている S3 バケット。

API を使用した iSCSI ボリューム

Cloud Manager API で iSCSI ボリュームを作成できるようになりました。 "例を参照してください"。

Cloud Manager 3.8.2 （ 2020 年 3 月 1 日）

• Amazon S3 作業環境

• Cloud Compliance の機能拡張

• ボリュームの NFS バージョン

• Azure US Gov リージョンのサポート

Amazon S3 作業環境

Cloud Manager で、バケットがインストールされている AWS アカウントにある Amazon S3 バケットに関す
る情報が自動的に検出されるようになりました。これにより、リージョン、アクセスレベル、ストレージクラ
ス、バケットを Cloud Volumes ONTAP で使用してバックアップとデータ階層化を行うかどうかなど、 S3 バ
ケットの詳細を簡単に確認できます。また、以下の説明に従って、 Cloud Compliance で S3 バケットをスキ
ャンできます。
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Cloud Compliance の機能拡張

以下の機能強化がクラウドコンプライアンスで利用できるようになりました。

• * Amazon S3 * のサポート

Cloud Compliance で Amazon S3 バケットをスキャンして、 S3 オブジェクトストレージにある個人デー
タや機密データを特定できるようになりました。Cloud Compliance は、ネットアップソリューション用
に作成されたバケットであるかどうかに関係なく、アカウント内の任意のバケットをスキャンできます。

"開始方法をご確認ください"。

• * 調査ページ *

個人ファイル、機密性の高い個人ファイル、カテゴリ、およびファイルタイプごとに、新しい ［ 調査 ］
ページを使用できるようになりました。このページには、影響を受けるファイルの詳細が表示され、最も
個人データ、機密性の高い個人データ、およびデータ主体の名前を含むファイルで並べ替えることができ
ます。このページは、以前に使用可能だった CSV レポートに代わるものです。

次に例を示します。

"[ 調査  ページの詳細を確認してください"]。

• * PCI DSS レポート *

新しい Payment Card Industry データセキュリティ Standard (PCI DSS) レポートが利用可能になりまし
た。このレポートは、クレジットカード情報のファイルへの配布を識別するのに役立ちます。クレジット
カード情報が含まれるファイルの数、作業環境が暗号化やランサムウェアから保護されているかどうか、
保持の詳細などを確認できます。

"PCI DSS レポートの詳細を確認してください"。

• * 新しい機密性の高い個人データ型 *

クラウドコンプライアンスでは、医療および医療業界で使用されている ICD-10-CM 医療コードを検索で
きるようになりました。
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ボリュームの NFS バージョン

Cloud Volumes ONTAP のボリュームを作成または編集するときに、ボリュームで有効にする NFS のバージ
ョンを選択できるようになりました。

Azure US Gov リージョンのサポート

Azure US Cloud Volumes ONTAP リージョンで HA ペアがサポートされるようになりました。

"サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"。

Cloud Manager 3.8.1 アップデート（ 2020 年 2 月 16 日）

Cloud Manager 3.8.1 の機能拡張をいくつかリリースしました。

S3 へのバックアップの機能拡張

• バックアップコピーは、 Cloud Manager が AWS アカウントに作成する S3 バケットに格納されます。各
Cloud Volumes ONTAP 作業環境にバケットが 1 つずつ作成されます。

• すべての AWS リージョンで S3 へのバックアップがサポートされるようになりました "Cloud Volumes

ONTAP がサポートされている場合"。

• バックアップスケジュールは、毎日、毎週、または毎月に設定できます。

• Cloud Manager で Backup to S3 サービスへの _private リンクを設定する必要がなくなりました。

これらの機能拡張には、追加の S3 権限が必要です。Cloud Manager に権限を提供する IAM ロールに最新の
からの権限を含める必要があります "Cloud Manager ポリシー"。

"S3 へのバックアップに関する詳細情報"。

AWS が更新されます

新しい EC2 インスタンスのサポートと、 Cloud Volumes ONTAP 9.6 および 9.7 でサポートされるデータディ
スクの数の変更が導入されました。『 Cloud Volumes ONTAP リリースノート』の変更点を確認してくださ
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い。

• "Cloud Volumes ONTAP 9.7 リリースノート"

• "Cloud Volumes ONTAP 9.6 リリースノート"

Cloud Manager 3.8.1 （ 2020 年 2 月 2 日）

• Cloud Compliance の機能拡張

• [アカウントとサブスクリプションの機能が強化されました]

• [スケジュールの機能拡張]

Cloud Compliance の機能拡張

以下の機能強化がクラウドコンプライアンスで利用できるようになりました。

• * Azure NetApp Files * のサポート

Cloud Compliance では、 Azure NetApp Files をスキャンして、ボリューム上に存在する個人データや機
密データを特定できるようになりました。

"開始方法をご確認ください"。

• * スキャンステータス *

Cloud Compliance で、 CIFS と NFS の各ボリュームのスキャンステータスが表示されるようになりまし
た。これには、問題の修正に使用できるエラーメッセージも含まれます。

• * 作業環境によるダッシュボードのフィルタリング *

Cloud Compliance ダッシュボードの内容をフィルタリングして、特定の作業環境のコンプライアンスデ
ータを表示できるようになりました。
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• * 新しい個人データ型 *

データのスキャン時に、 Cloud Compliance がカリフォルニアドライバーズライセンスを特定できるよう
になりました。

• * その他のカテゴリ * をサポートします

さらに、アプリケーションデータ、ログ、データベースファイル、インデックスファイルの 3 つのカテゴ
リがサポートされます。

"カテゴリの詳細については、こちらをご覧ください"。

アカウントとサブスクリプションの機能が強化されました

AWS アカウントまたは GCP プロジェクトと、従量課金制 Cloud Volumes ONTAP システムの関連するマー
ケットプレイスサブスクリプションを簡単に選択できるようになりました。これらの機能強化により、適切な
アカウントやプロジェクトからの支払いが保証されます。
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たとえば、 AWS でシステムを作成する際にデフォルトのアカウントとサブスクリプションを使用しない場
合は、「 * クレデンシャルの編集」をクリックします。

ページのスクリーンショット。 [ 資格情報の編集 ] ボタンが表示されます。"]

そこから、使用するアカウントクレデンシャルと、関連する AWS Marketplace サブスクリプションを選択で
きます。必要に応じて、マーケットプレイスサブスクリプションを追加することもできます。

また、複数の AWS サブスクリプションを管理している場合は、それぞれのサブスクリプションを設定のクレ
デンシャルページから別々の AWS クレデンシャルに割り当てることができます。
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"Cloud Manager で AWS クレデンシャルを管理する方法について説明します"。

スケジュールの機能拡張

タイムラインが強化され、使用する NetApp クラウドサービスに関する詳細情報が表示されるようになりまし
た。

• タイムラインに、同じ Cloud Central アカウント内のすべての Cloud Manager システムに対する処理が表
示されるようになりました

• 列のフィルタリング、検索、追加、および削除により、情報をより簡単に検索できるようになりました

• タイムラインデータを CSV 形式でダウンロードできるようになりました

• 今後は、使用するネットアップクラウドサービスごとにアクションがタイムラインに表示されます（ただ
し、情報を 1 つのサービスにフィルタリングすることも可能）。

Cloud Manager 3.8 （ 2020 年 1 月 8 日）

• Azure の HA 機能が強化されました

• GCP のデータ階層化機能の強化

23



Azure の HA 機能が強化されました

Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアで、次の機能拡張が利用できるようになりました。

• * Cloud Volumes ONTAP HA の CIFS ロックを Azure * でオーバーライドします

Cloud Manager で設定を有効にして、 Azure メンテナンスイベント時の Cloud Volumes ONTAP ストレー
ジフェイルオーバーの問題を回避できるようにすることができるようになりました。この設定を有効にす
ると、 Cloud Volumes ONTAP は CIFS ロックを拒否し、アクティブな CIFS セッションをリセットしま
す。 "詳細はこちら。"。

• * Cloud Volumes ONTAP からストレージアカウントへの HTTPS 接続 *

作業環境の作成時に、 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA ペアから Azure ストレージアカウントへの HTTPS

接続を有効にできるようになりました。このオプションを有効にすると、書き込みパフォーマンスに影響
する可能性があります。作業環境の作成後に設定を変更することはできません。

• * Azure 汎用 v2 ストレージアカウント * のサポート

Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA ペア用に Cloud Manager で作成されるストレージアカウントが、汎用 v2

のストレージアカウントに変更されました。

GCP のデータ階層化機能の強化

GCP の Cloud Volumes ONTAP データ階層化では、次の機能強化が利用できます。

• * データ階層化のための Google Cloud ストレージクラス *

Cloud Volumes ONTAP から Google Cloud Storage に階層化されるデータ用のストレージクラスを選択で
きるようになりました。

◦ Standard Storage （デフォルト）

◦ ニアラインストレージ

◦ コールドラインストレージ

"Google Cloud ストレージクラスの詳細をご覧ください"。

"Cloud Volumes ONTAP のストレージクラスを変更する方法について説明します"。

• * サービスアカウントを使用したデータ階層化 *

9.7 リリース以降では、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスにサービスアカウントが設定されます。こ
のサービスアカウントは、 Google Cloud Storage バケットへのデータ階層化の権限を提供します。この
変更により、セキュリティが強化され、必要なセットアップが少なくなります。新しいシステムを導入す
る際の詳しい手順については、 "このページの手順 4 を参照してください"。

次の図は、 Working Environment ウィザードを示しています。このウィザードでストレージクラスとサー
ビスアカウントを選択できます。
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Cloud Manager では、最新の機能に示すように、これらの機能拡張には次の GCP 権限が必要です "GCP 向け
Cloud Manager ポリシー"。

- storage.buckets.update

- compute.instances.setServiceAccount

- iam.serviceAccounts.getIamPolicy

- iam.serviceAccounts.list

Cloud Manager を SaaS に移行

ネットアップは、 Cloud Manager のサービスとしてのソフトウェアエクスペリエンスを
提供します。この新しいエクスペリエンスにより、 Cloud Manager の使用が簡単にな
り、ハイブリッドクラウドインフラ管理のための追加機能を提供できるようになりまし
た。

Cloud Manager の従来のエクスペリエンス

Cloud Manager ソフトウェアは、以前はクラウドプロバイダに要求を送信するユーザインターフェイスと管
理レイヤで構成されていました。作業を開始するには、 Cloud Manager をクラウドネットワークまたはオン
プレミスネットワークに導入し、そのインスタンスで実行されるユーザインターフェイスにアクセスします。

その経験は変わりました。

新しい SaaS エクスペリエンス

NetApp Cloud Central からログインする SaaS ベースのユーザインターフェイスを使用して、 Cloud

Manager インターフェイスにアクセスできるようになりました。ネットワークで実行されているソフトウェ
アからユーザインターフェイスにアクセスする必要はなくなりました。

ほとんどの場合、クラウドまたはオンプレミスネットワークに _ Connector _ を導入する必要がありま
す。Connector は、 Cloud Volumes ONTAP やその他のクラウドデータサービスの管理に必要なソフトウェア
です。（コネクタは、実際にはインストール済みの既存の Cloud Manager ソフトウェアと同じです）。
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利点

この SaaS ベースのアプローチには、次のようなメリットがあります。

• これにより、お客様の環境にソフトウェアを導入することなく、 Azure NetApp Files と Cloud Volumes

Service の管理機能を追加できます。

• Cloud Central アカウントを簡単に切り替えることができます。

ユーザが複数の Cloud Central アカウントに関連付けられている場合、 User Settings メニューからいつで
も別のアカウントに変更できます。そのアカウントに関連付けられているコネクタと作業環境を確認でき
ます。

• 異なるネットワークまたは異なるクラウドプロバイダにインストールされているコネクタ（現時点では
Cloud Manager ソフトウェアと同じ）を簡単に切り替えることができます。
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ローカルユーザインターフェイス

SaaS ユーザインターフェイスからほとんどのタスクを実行する必要がありますが、ローカルユーザインター
フェイスは引き続きコネクタで使用できます。このインターフェイスは、コネクタ自体から実行する必要があ
るいくつかのタスクに必要です。

• プロキシサーバを設定しています

• パッチをインストールしています

• AutoSupport メッセージをダウンロードしています

ローカルユーザインターフェイスには、 SaaS ユーザインターフェイスから直接アクセスできます。
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インスタンス、 VM 、マシンタイプが変更された

Cloud Manager の新機能と今後の機能に対して適切なリソースを利用できるように、最小限必要なインスタ
ンス、 VM 、マシンのタイプを次のように変更しました。

• AWS ： t3.xlarge

• Azure ： DS3 v2

• GCP ： n1-standard-4

マシンタイプをアップグレードすると、新しい Kubernetes エクスペリエンス、グローバルファイルキャッシ
ュ、監視などの機能にアクセスできます。

サポートされる最小サイズは、これらのデフォルトサイズです "CPU と RAM の要件に基づきます"。

Cloud Manager からコネクタのマシンタイプの変更手順が表示されます。

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定しま
す。

このリリースの Cloud Manager には既知の問題はありません。

Cloud Volumes ONTAP の既知の問題については、を参照してください 。 "Cloud Volumes ONTAP リリース
ノート" および ONTAP ソフトウェアについては、を参照してください "ONTAP リリースノート"。

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デ
バイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限
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事項を慎重に確認してください

コネクタは動作したままにしてください

コネクタは常時稼働している必要があります。有効にするサービスの継続的な健常性と運用性にとって重要で
す。

たとえば、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムの正常性と運用においては、コネクタが重要な要素で
す。コネクタの電源がオフの場合、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムは、コネクタとの通信を 14 日
以上失った後にシャットダウンします。

政府機関では SaaS プラットフォームが無効になっています

コネクタを AWS GovCloud リージョン、 Azure Government リージョン、または Azure DoD リージョンに導
入した場合、 Cloud Manager へのアクセスはコネクタのホスト IP アドレスからのみ可能です。SaaS プラッ
トフォームへのアクセスは、アカウント全体で無効になります。

つまり、エンドユーザの内部 VPC / VNet にアクセスできる特権ユーザのみが Cloud Manager の UI または
API を使用できます。

また、次のサービスが Cloud Manager から利用できないことも意味します。

• クラウドコンプライアンス

• Kubernetes

• クラウド階層化

• グローバルファイルキャッシュ

• 監視（ Cloud Insights ）

これらのサービスを使用するには、 SaaS プラットフォームが必要です。

共有 Linux ホストはサポートされません

コネクタは、他のアプリケーションと共有されているホストではサポートされていません。専用のホストであ
る必要があります。

Cloud Manager では FlexGroup ボリュームはサポートされません

Cloud Volumes ONTAP では FlexGroup ボリュームがサポートされますが、 Cloud Manager ではサポートさ
れません。System Manager または CLI から FlexGroup ボリュームを作成する場合は、 Cloud Manager の容
量管理モードを手動に設定する必要があります。FlexGroup ボリュームで自動モードが適切に機能しない可能
性があります。
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Cloud Manager の重要な変更点

このページでは、 Cloud Manager の重要な変更点について説明します。この変更は、新
しい機能強化を導入する際に役立つ情報として提供されます。を引き続きお読みくださ
い "新機能" のページで、すべての新機能と機能拡張について確認してください。

SaaS の変更

ネットアップは、 Cloud Manager のソフトウェアサービスエクスペリエンスを導入しました。この新しいエ
クスペリエンスにより、 Cloud Manager の使用が簡単になり、ハイブリッドクラウドインフラ管理のための
追加機能を提供できるようになりました。

• "Cloud Manager を SaaS に移行"

• "Cloud Manager の仕組みをご確認ください"

マシンタイプが変更されました

Cloud Manager の新機能と今後の機能に対して適切なリソースを利用できるように、最小限必要なインスタ
ンス、 VM 、マシンのタイプを次のように変更しました。

• AWS ： t3.xlarge

• Azure ： DS3 v2

• GCP ： n1-standard-4

マシンタイプをアップグレードすると、新しい Kubernetes エクスペリエンス、グローバルファイルキャッシ
ュ、監視などの機能にアクセスできます。

サポートされる最小サイズは、これらのデフォルトサイズです "CPU と RAM の要件に基づきます"。

Cloud Manager からコネクタのマシンタイプの変更手順が表示されます。

アカウント設定

Cloud Central アカウントは、マルチテナンシーの提供、分離されたワークスペースでのユーザやリソースの
整理、コネクタやサブスクリプションへのアクセス管理を支援するために導入されました。

• "Cloud Central アカウントについて、ユーザ、ワークスペース、コネクタ、サブスクリプションを紹介し
ます"

• "アカウントの使用を開始する方法について説明します"

• "設定後にアカウントを管理する方法について説明します 上へ"

新しい権限

Cloud Manager で新しい機能や拡張機能を導入する際に、クラウドプロバイダの権限が必要になることがあ
ります。このセクションでは、必要になった新しい権限について説明します。
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最新の権限のリストは、で確認できます "Cloud Manager のポリシーのページです"。

AWS

3.8.1 リリース以降では、 Cloud Volumes ONTAP でクラウドにバックアップを使用するには、次の権限が必
要です。 "詳細はこちら。"。

{

            "Sid": "backupPolicy",

            "Effect": "Allow",

            "Action": [

                "s3:DeleteBucket",

                "s3:GetLifecycleConfiguration",

                "s3:PutLifecycleConfiguration",

                "s3:PutBucketTagging",

                "s3:ListBucketVersions",

                "s3:GetObject",

                "s3:ListBucket",

                "s3:ListAllMyBuckets",

                "s3:GetBucketTagging",

                "s3:GetBucketLocation",

                "s3:GetBucketPolicyStatus",

                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",

                "s3:GetBucketAcl",

                "s3:GetBucketPolicy",

                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"

            ],

            "Resource": [

                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"

            ]

        },

Azure

• Azure の導入でエラーが発生しないように、 Azure の Cloud Manager ポリシーに次の権限が含まれてい
ることを確認してください。

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read"

• 3.8.7 リリース以降では、別のアカウントの外部キーを使用して、シングルノード Cloud Volumes ONTAP

システム上の Azure 管理対象ディスクを暗号化するには、次の権限が必要です。 "詳細はこちら。"。

"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"
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• Cloud Volumes ONTAP でグローバルファイルキャッシュを有効にするには、次の権限が必要です。 "詳細
はこちら。"。

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",

"Microsoft.Insights/Metrics/Read",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",

"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",

"Microsoft.Resources/deployments/delete",

GCP

Kubernetes 管理用の新しい権限

3.8.8 リリース以降、 Connector のサービスアカウントでは、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行さ
れている Kubernetes クラスタを検出および管理するために次の権限が必要になります。

- container.*

データ階層化の新しい権限

3.8 リリース以降、データの階層化にサービスアカウントを使用するには、次の権限が必要になります。 "詳
細はこちら。"。

- storage.buckets.update

- compute.instances.setServiceAccount

- iam.serviceAccounts.getIamPolicy

- iam.serviceAccounts.list

新しいエンドポイント

Connector では、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するためにアウトバウンドインター
ネットアクセスが必要です。このセクションでは、必要になった新しいエンドポイントについて説明します。

を検索できます "Web ブラウザからアクセスするエンドポイントの完全なリストをここに表示します" および
"ここでは、コネクタがアクセスするエンドポイントの完全なリストを示します"。

• ユーザは、次のエンドポイントに接続して Web ブラウザから Cloud Manager にアクセスする必要があり
ます。

\ https://cloudmanager.netapp.com

32

https://cloudmanager.netapp.com


• Docker インフラのコンテナコンポーネントのソフトウェアイメージを取得するには、コネクタが次のエ
ンドポイントにアクセスできる必要があります。

\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

ファイアウォールがコネクタからこのエンドポイントへのアクセスを有効にしていることを確認してくだ
さい。
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Cloud Manager の使用を開始

Cloud Manager の詳細をご確認ください

Cloud Manager を使用すると、 IT エキスパートやクラウドアーキテクトは、ネットアップのクラウドソリュ
ーションを使用してハイブリッドマルチクラウドインフラを一元管理できます。

の機能

Cloud Manager は、エンタープライズクラスの SaaS ベースの管理プラットフォームであり、格納場所に関
係なくデータを管理できます。

• をセットアップして使用します "Cloud Volumes ONTAP" 複数のクラウドにわたって効率的なマルチプロ
トコルデータ管理を実現します。

• ファイルストレージサービスをセットアップして使用 "Azure NetApp Files の特長"、 "Cloud Volumes

Service for AWS"および "Cloud Volumes Service for Google Cloud"。

• ボリュームの作成、クラウドへのバックアップ、ハイブリッドクラウド間でのデータのレプリケート、ク
ラウドへのコールドデータの階層化を行うことで、オンプレミスの ONTAP クラスタを検出して管理でき
ます。

• などの統合クラウドサービスやソフトウェアを有効にします "クラウドコンプライアンス"、 "Cloud

Insights の機能です"、 "Cloud Backup サービスの略"、 "Trident"など。

"Cloud Manager の詳細については、こちらをご覧ください"。

サポートされているオブジェクトストレージプロバイダ

Cloud Manager を使用して、 Amazon Web Services 、 Microsoft Azure 、 Google Cloud でクラウドストレー
ジを管理したりクラウドサービスを使用したりできます。

コスト

Cloud Manager ソフトウェアはネットアップから無償で入手できます。

ほとんどのタスクでは、 Cloud Manager からクラウドネットワークにコネクタを導入するよう求められま
す。その結果、コンピューティングインスタンスと関連ストレージについてクラウドプロバイダから料金が発
生します。Connector ソフトウェアをオンプレミスで実行することもできます。

Cloud Manager の仕組み

Cloud Manager には、 NetApp Cloud Central と統合される SaaS ベースのインターフェイスと、 Cloud

Volumes ONTAP やその他のクラウドサービスを管理するコネクタがあります。

ソフトウェアサービス

Cloud Manager には、からアクセスできます "SaaS ベースのユーザインターフェイス" API を使用できます。
この SaaS エクスペリエンスを使用すると、リリース時に最新機能に自動的にアクセスしたり、 Cloud

Central アカウントとコネクタを簡単に切り替えることができます。
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NetApp Cloud Central

"NetApp Cloud Central" 一元的な場所でアクセスと管理を行うことができます "ネットアップのクラウドサー
ビス"。一元化されたユーザ認証を使用すると、同じクレデンシャルを使用して Cloud Manager と Cloud

Insights などのその他のクラウドサービスにアクセスできます。

Cloud Manager に初めてログインするときは、 _Cloud Central アカウント _ の作成を求めるプロンプトが表
示されます。このアカウントはマルチテナンシーを提供し、分離されたワークスペース内でユーザとリソース
を整理することができます。

コネクタ

ほとんどの場合、アカウント管理者は _ コネクタ _ をクラウドまたはオンプレミスネットワークに導入する
必要があります。Connector を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロ
セスを管理できます。

コネクタは常時稼働している必要があります。有効にするサービスの継続的な健常性と運用性にとって重要で
す。

たとえば、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムの正常性と運用においては、コネクタが重要な要素で
す。コネクタの電源がオフの場合、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムは、コネクタとの通信を 14 日
以上失った後にシャットダウンします。

"コネクタが必要になる状況とその方法については、こちらをご覧ください 仕事"。

ネットワークの概要

ユーザが Cloud Manager にログインする前に、そのユーザの Web ブラウザが特定のエ
ンドポイントにアクセスできることを確認する必要があります。その後、特定の作業環
境および使用するサービスについて、ネットワーク要件を確認する必要があります。

Web ブラウザからアクセスするエンドポイント

ユーザは Web ブラウザから Cloud Manager にアクセスする必要があります。Web ブラウザを実行するマシ
ンは、次のエンドポイントに接続する必要があります。

エンドポイント 目的

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com をクリックして、 Cloud Manager SaaS インターフェイスに
接続してください。

\ https://api.services.cloud.netapp.com をクリックして Cloud Central API にアクセスしてくださ
い。

¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥

https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥

https://services.cloud.netapp.com

Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、 NetApp

Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。

\ https://widget.intercom.io 製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキス
パートと会話できます。
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ネットワーク要件のインデックス

• "コネクタ"

• "Cloud Volumes ONTAP for AWS"

• "Cloud Volumes ONTAP for Azure"

• "Cloud Volumes ONTAP for GCP の略"

• "ONTAP システム間のデータレプリケーション"

• "Cloud Volumes ONTAP または Azure NetApp Files 向けのクラウドコンプライアンス"

• "Cloud Compliance for Amazon S3"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタ"

◦ "ONTAP クラスタから Amazon S3 へのデータ階層化"

◦ "ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへのデータ階層化"

◦ "ONTAP クラスタから Google Cloud Storage へのデータ階層化"

◦ "ONTAP クラスタから StorageGRID へのデータ階層化"

NetApp Cloud Central に登録する

NetApp Cloud Central に登録して、ネットアップのクラウドサービスにアクセスできま
す。

手順

1. Web ブラウザを開き、に進みます "NetApp Cloud Central"。

2. [ サインアップ ] をクリックします。

3. フォームに入力して、「 * サインアップ * 」をクリックします。
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4. NetApp Cloud Central からの E メールを待ちます。

5. E メールのリンクをクリックして、 E メールアドレスを確認します。

結果

アクティブな Cloud Central ユーザログインが可能になりました。

Cloud Manager にログインしています

Cloud Manager のインターフェイスには、 SaaS ベースのユーザがアクセスできます に
アクセスしてインターフェイスを設定します https://cloudmanager.netapp.com。

手順

1. Web ブラウザを開き、に進みます https://cloudmanager.netapp.com。

2. NetApp Cloud Central のクレデンシャルを使用してログインします。
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Cloud Central アカウントをセットアップします

アカウント設定：ユーザ、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプション

a_Cloud Central アカウント _ はマルチテナンシーに対応しており、 Cloud Manager 内
から分離されたワークスペース内のユーザとリソースを整理できます。

たとえば、複数のユーザが、 _workspaces という分離された環境に Cloud Volumes ONTAP システムを導入
して管理できます。これらのワークスペースは、共有されていない限り、他のユーザーには表示されません。

Cloud Manager に初めてアクセスするときは、 Cloud Central アカウントを選択または作成するよう求められ
ます。
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アカウント管理者は、ユーザー、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプションを管理することで、
このアカウントの設定を変更できます。

手順については、を参照してください "Cloud Central アカウントをセットアップします"。
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Account Settings （アカウント設定）

Cloud Manager の ［ アカウント設定 ］ ウィジェットを使用すると、アカウント管理者は Cloud Central アカ
ウントを管理できます。アカウントを作成したばかりの場合は、最初から作成します。アカウントをすでに設
定している場合は、アカウントに関連付けられているユーザ、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリ
プションが all と表示されます。

ユーザ

アカウント設定に表示されるユーザは、 Cloud Central アカウントに関連付けた NetApp Cloud Central ユーザ
です。ユーザーをアカウントに関連付け、そのアカウント内の 1 つ以上のワークスペースを使用すると、ユ
ーザーは Cloud Manager で作業環境を作成して管理できます。

ユーザを関連付けると、ユーザにロールが割り当てられます。

• Account Admin ： Cloud Manager で任意の操作を実行できます。

• _ ワークスペース管理者 _ ：割り当てられたワークスペースでリソースを作成および管理できます。

• Cloud Compliance Viewer: アクセス権を持つシステムのコンプライアンス情報の表示とレポートの生成の
みが可能です。

ワークスペース

Cloud Manager では、ワークスペースによって、いくつかの _ 作業環境 _ が他の作業環境から分離されま
す。アカウント管理者がそのワークスペースに管理者を関連付けないと、ワークスペース管理者はワークスペ
ース内の作業環境にアクセスできません。

稼働環境はストレージシステムを表します。

• シングルノードクラウドボリューム ONTAP システムまたは HA ペア

• ネットワーク内のオンプレミス ONTAP クラスタ

• NetApp プライベートストレージ構成の ONTAP クラスタ

コネクタ

Cloud Manager は、パブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できます。Connector は、クラウ
ドプロバイダに導入する仮想マシンインスタンス、または設定したオンプレミスホストで実行されます。

1 つのコネクタを複数のネットアップクラウドデータサービスで使用できます。たとえば、 Cloud Manager

のコネクタをすでに持っている場合は、 Cloud Tiering サービスのセットアップ時にコネクタを選択できま
す。

サブスクリプション

「アカウント設定」ウィジェットに、選択したアカウントに関連付けられているネットアップのサブスクリプ
ションが表示されます。

クラウドプロバイダのマーケットプレイスから Cloud Manager にサブスクライブすると、 Cloud Central にリ
ダイレクトされます。この場合、サブスクリプションを保存して特定のアカウントに関連付ける必要がありま
す。

登録が完了すると、「アカウント設定」ウィジェットから各サブスクリプションが利用できるようになりま
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す。現在表示しているアカウントに関連付けられている月額プランのみが表示されます。

サブスクリプションの名前を変更したり、 1 つまたは複数のアカウントからサブスクリプションの関連付け
を解除したりすることができます。

たとえば、 2 つのアカウントがあり、それぞれが別々のサブスクリプションで課金されるとします。いずれ
かのアカウントとサブスクリプションの関連付けを解除することで、 Cloud Volume ONTAP 作業環境の作成
時にそのアカウントのユーザが誤って誤ったサブスクリプションを選択しないようにすることができます。

例

次の例は、アカウントの設定方法を示しています。

次のどちらの例のイメージも、コネクタと Cloud Volumes ONTAP システムは、実際にはクラ
ウドプロバイダで実行されている _in_the NetApp Cloud Central アカウントには存在しませ
ん。これは、各コンポーネント間の関係の概念図です。

例 1.

次の例は、 2 つのワークスペースを使用して分離された環境を作成するアカウントを示しています。1 つ目の
ワークスペースは本番環境用で、 2 つ目のワークスペースは開発環境用です。
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例 2

次に、 2 つの異なる Cloud Central アカウントを使用した、最高レベルのマルチテナンシーの例を示します。
たとえば、サービスプロバイダは、あるアカウントで Cloud Manager を使用して顧客にサービスを提供しな
がら、別のアカウントを使用して事業部門の 1 つにディザスタリカバリを提供することができます。

アカウント 2 には 2 つのコネクタがあります。これは、システムが別々の地域にある場合や、別々のクラウ
ドプロバイダにある場合に発生することがあります。

Cloud Central アカウントでのワークスペースとユーザのセットアップ

Cloud Manager に初めてログインするときは、 _NetApp Cloud Central アカウント _ を
作成するように求められます。このアカウントはマルチテナンシーを提供し、分離され
たワークスペース内でユーザとリソースを整理することができます。

"Cloud Central アカウントの仕組みの詳細については、こちらをご覧ください"。

Cloud Central アカウントを設定して、ユーザが Cloud Manager にアクセスしてワークスペース内の作業環境
にアクセスできるようにします。1 人のユーザを追加するか、複数のユーザとワークスペースを追加するだけ
です。

ワークスペースの追加

Cloud Manager のワークスペースを使用すると、作業環境のセットを他の作業環境や他のユーザから分離で
きます。たとえば、 2 つのワークスペースを作成し、各ワークスペースに別々のユーザーを関連付けること
ができます。

手順
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1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックします。

2. 現在選択されているアカウントの横にある ［ * アカウントの管理 * ］ をクリックします。

3. [* ワークスペース * ] をクリックします。

4. [ 新規ワークスペースの追加 ] をクリックします。

5. ワークスペースの名前を入力し、 * 追加 * をクリックします。

完了後

ワークスペース管理者がこのワークスペースにアクセスする必要がある場合は、ユーザーを関連付ける必要が
あります。また、ワークスペース管理者がコネクタを使用できるように、コネクタをワークスペースに関連付
ける必要があります。

ユーザを追加する

Cloud Central ユーザを Cloud Central アカウントに関連付けて、これらのユーザが Cloud Manager で作業環
境を作成および管理できるようにします。

手順

1. ユーザーがまだ行っていない場合は、にアクセスするようにユーザーに依頼します "NetApp Cloud

Central" 登録してください。
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2. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。

3. [ ユーザー ] タブで、 [ ユーザーの関連付け ] をクリックします。

4. ユーザの E メールアドレスを入力し、ユーザのロールを選択します。

◦ * アカウント管理者 * ： Cloud Manager で任意の操作を実行できます。

◦ * ワークスペース管理者 * ：割り当てられたワークスペースでリソースを作成および管理できます。

◦ * Compliance Viewer * ：アクセス権を持つワークスペースについてのみ、コンプライアンス情報を表
示し、レポートを生成できます。

5. Workspace Admin または Compliance Viewer を選択した場合は、 1 つ以上のワークスペースを選択して
そのユーザーに関連付けます。
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6. [ ユーザーの関連付け ] をクリックします。

結果

ユーザには、 NetApp Cloud Central の「 Account Association 」というタイトルの E メールが送信されます。
E メールには、 Cloud Manager にアクセスするために必要な情報が記載されています。

ワークスペース管理者とワークスペースの関連付け

ワークスペース管理者は、いつでも追加のワークスペースに関連付けることができます。ユーザーを関連付け
ると、ワークスペース内の作業環境を作成して表示できます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。
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2. [ ユーザー ] タブで、ユーザーに対応する行のアクションメニューをクリックします。

3. * ワークスペースの管理 * をクリックします。

4. 1 つ以上のワークスペースを選択し、 * 適用 * をクリックします。

結果

コネクタがワークスペースにも関連付けられていれば、ユーザは Cloud Manager からこれらのワークスペー
スにアクセスできるようになりました。

ワークスペースへのコネクタの関連付け

ワークスペース管理者がコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように、コネクタ
をワークスペースに関連付ける必要があります。

アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペースに関連付ける必要はありません。アカウント
管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワークスペースにアクセスできます。

"ユーザー、ワークスペース、コネクターの詳細をご覧ください"。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。
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2. コネクター（ * Connector ）をクリックします。

3. 関連付けるコネクタの * ワークスペースの管理 * をクリックします。

4. 1 つ以上のワークスペースを選択し、 * 適用 * をクリックします。

結果

ワークスペース管理者は、これらのコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように
なりました。

次の手順

アカウントの設定が完了したので、ユーザーの削除、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプション
の管理によって、いつでもアカウントを管理できます。 "詳細はこちら。"。

コネクタをセットアップします

コネクタについて説明します

ほとんどの場合、アカウント管理者は _ コネクタ _ をクラウドまたはオンプレミスネッ
トワークに導入する必要があります。Connector を使用すると、 Cloud Manager でパブ
リッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理できます。

コネクタが必要な場合

Cloud Manager の次の機能を使用するには、コネクタが必要です。

• Cloud Volumes ONTAP

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• クラウドコンプライアンス

• Kubernetes
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• クラウドへのバックアップ

• 監視

• オンプレミスでの階層化

• グローバルファイルキャッシュ

• Amazon S3 バケットの検出

Azure NetApp Files 、 Cloud Volumes Service 、または Cloud Sync には、コネクタは * _ 必要ではありませ
ん。

Azure NetApp Files のセットアップと管理にコネクタは必要ありませんが、 Azure NetApp

Files データのスキャンに Cloud Compliance を使用する場合はコネクタが必要になります。

サポートされている場所

コネクタは次の場所でサポートされています。

• Amazon Web Services の

• Microsoft Azure

• Google Cloud

• オンプレミス

Google Cloud で Cloud Volumes ONTAP システムを作成する場合は、 Google Cloud でもコネ
クタを実行する必要があります。別の場所で実行されているコネクタは使用できません。

コネクタは動作したままにしてください

コネクタは常時稼働している必要があります。有効にするサービスの継続的な健常性と運用性にとって重要で
す。

たとえば、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムの正常性と運用においては、コネクタが重要な要素で
す。コネクタの電源がオフの場合、 Cloud Volumes ONTAP PAYGO システムは、コネクタとの通信を 14 日
以上失った後にシャットダウンします。

コネクタを作成する方法

Workspace 管理者が Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成し、上記の他の機能を使用するには、アカウン
ト管理者がコネクタを作成する必要があります。

アカウント管理者は、さまざまな方法でコネクタを作成できます。

• Cloud Manager から直接（推奨）

◦ "AWS でを作成します"

◦ "Azure で作成します"

◦ "GCP で作成します"

• "AWS Marketplace から入手できます"
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• "Azure Marketplace から入手できます"

• "既存の Linux にソフトウェアをダウンロードしてインストールする ホスト"

最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud Manager からコ
ネクタの作成を求められます。

権限

コネクタを作成するには特定の権限が必要であり、コネクタインスタンス自体に別の権限セットが必要です。

コネクタを作成する権限

Cloud Manager からコネクタを作成するユーザには、任意のクラウドプロバイダにインスタンスを導入する
ための特定の権限が必要です。Connector を作成するときは、 Cloud Manager に権限の要件が通知されま
す。

"各クラウドプロバイダのポリシーを表示します"。

コネクタインスタンスの権限

Connector で処理を実行するには、特定のクラウドプロバイダの権限が必要です。たとえば、 Cloud Volumes

ONTAP を導入して管理するには、のように指定します。

Cloud Manager から直接コネクタを作成すると、必要な権限を持つコネクタが Cloud Manager によって作成
されます。必要なことは何もありません。

コネクタを AWS Marketplace 、 Azure Marketplace 、またはソフトウェアを手動でインストールして作成す
る場合は、適切な権限が設定されていることを確認する必要があります。

"各クラウドプロバイダのポリシーを表示します"。

複数のコネクタを使用する場合

コネクタが 1 つしか必要ない場合もありますが、 2 つ以上のコネクタが必要な場合もあります。

次にいくつかの例を示します。

• マルチクラウド環境（ AWS と Azure ）を使用しているため、 AWS と Azure のコネクタが 1 つずつ必要
です。各で、それらの環境で実行される Cloud Volumes ONTAP システムを管理します。

• サービスプロバイダは、ある Cloud Central アカウントを使用してお客様にサービスを提供しながら、別
のアカウントを使用していずれかのビジネスユニットのディザスタリカバリを提供することができます。
アカウントごとに個別のコネクタがあります。

コネクタを切り替えるタイミング

最初のコネクタを作成すると、新しく作成する作業環境ごとに、そのコネクタが Cloud Manager によって自
動的に使用されます。コネクタを追加で作成したら、コネクタを切り替えることで各コネクタに固有の作業環
境を確認する必要があります。

"コネクタを切り替える方法について説明します"。

49

https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies


ローカルユーザインターフェイス

ではほぼすべてのタスクを実行する必要がありますが "SaaS ユーザインターフェイス"では、ローカルユーザ
ーインターフェースは引き続きコネクターで使用できます。このインターフェイスは、コネクタ自体から実行
する必要があるいくつかのタスクに必要です。

• "プロキシサーバを設定しています"

• パッチをインストールしています （通常はネットアップの担当者と協力してパッチをインストールします
）

• AutoSupport メッセージをダウンロードしています （通常は問題が発生したときにネットアップの担当者
が指示）

"ローカル UI へのアクセス方法について説明します"。

コネクタのアップグレード

Connector は、ソフトウェアが最新バージョンである限り、自動的にソフトウェアを更新します "アウトバウ
ンドインターネットアクセス" をクリックしてソフトウェアアップデートを入手します。

コネクタのネットワーク要件

コネクタがパブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できるように、ネッ
トワークを設定します。最も重要なステップは、さまざまなエンドポイントへのアウト
バウンドインターネットアクセスを確保することです。

ネットワークでインターネットへのすべての通信にプロキシサーバを使用している場合は、 [

設定 ] ページでプロキシサーバを指定できます。を参照してください "プロキシサーバを使用す
るようにコネクタを設定します"。

ターゲットネットワークへの接続

コネクタには、作成する作業環境の種類と、有効にする予定のサービスへのネットワーク接続が必要です。

たとえば、企業ネットワークにコネクタを設置する場合は、 Cloud Volumes ONTAP を起動する VPC または
VNet への VPN 接続を設定する必要があります。

アウトバウンドインターネットアクセス

Connector では、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するためにアウトバウンドインター
ネットアクセスが必要です。アウトバウンドのインターネットアクセスは、コネクタを Linux ホストに手動で
インストールする場合や、コネクタで実行されているローカル UI にアクセスする場合にも必要です。

次のセクションでは、特定のエンドポイントについて説明します。

AWS でリソースを管理するエンドポイント

コネクタは、 AWS でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続します。
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エンドポイント 目的

AWS サービス（ amazonaws.com ）：

• クラウド形成

• 柔軟なコンピューティングクラウド（
EC2 ）

• キー管理サービス（ KMS ）

• セキュリティトークンサービス（ STS ）

• シンプルなストレージサービス（ S3 ）

正確なエンドポイントは、 Cloud Volumes

ONTAP を導入する地域によって異なりま
す。 "詳細については、 AWS のマニュアルを
参照してください。"

AWS に Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できるように
します。

\ https://api.services.cloud.netapp.com:443 NetApp Cloud Central への API 要求。

\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com
ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレート
にアクセスできます。

\ https://repo.cloud.support.netapp.com Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。

\ http://repo.mysql.com/ MySQL のダウンロードに使用します。

¥ https://cognito-idp.us-east-

1.amazonaws.com ¥ https://cognito-

identity.us-east-1.amazonaws.com ¥

https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-

accelerated.s3.amazonaws.com

コネクタがマニフェスト、テンプレート、および Cloud

Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダ
ウンロードできるようにします。

\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントの
ソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager との
サービス統合のためのソリューションを提供します。

\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングで
きるようにします。

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスと
の通信。

https://netapp-cloud-account.auth0.com NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的
に行うことができます。

\ https://w86yt021u5.execute-api.us-east-

1.amazonaws.com/production/whitelist
S3 へのバックアップを許可するユーザのリストに AWS アカ
ウント ID を追加します。

¥ https://support.netapp.com/aods/

asupmessage ¥ https://support.netapp.com/

asupprod/post/1.0/postAsup

ネットアップ AutoSupport との通信：
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エンドポイント 目的

¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥

https://support.netapp.com/ServiceGW/

entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアッ
プとの通信

¥ https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-

1.amazonaws.com ¥

https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

ネットアップがサポートの問題のトラブルシューティングに
必要な情報を収集できるようにします。

\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud

Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。

¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥

https://github.com/NetApp/trident/releases/

download/

Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接
続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp

Trident をインストールできます。

次のようなさまざまなサードパーティの場所
があります。

• https://repo1.maven.org/maven2 です

• https://oss.sonType.org/content/repository

を参照してください

• \ https://repo.typesafe.com

サードパーティの所在地は変更される可能性
があります。

アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依
存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

Azure でリソースを管理するエンドポイント

コネクタは、 Azure でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続します。

エンドポイント 目的

https://management.azure.com

https://login.microsoftonline.com
Cloud Manager では、ほとんどの Azure リージョンに Cloud

Volumes ONTAP を導入して管理できます。

https://management.microSoftazure.de

https://login.microsoftonline.de
Cloud Manager は、 Azure Germany リージョンに Cloud

Volumes ONTAP を導入して管理できます。

https://management.usgovcloudapi.net/

https://login.microsoftonline.com
Cloud Manager は、 Azure US GOV リージョンに Cloud

Volumes ONTAP を導入して管理できます。

\ https://api.services.cloud.netapp.com:443 NetApp Cloud Central への API 要求。

\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com
ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレート
にアクセスできます。

\ https://repo.cloud.support.netapp.com Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。
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エンドポイント 目的

\ http://repo.mysql.com/ MySQL のダウンロードに使用します。

¥ https://cognito-idp.us-east-

1.amazonaws.com ¥ https://cognito-

identity.us-east-1.amazonaws.com ¥

https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-

accelerated.s3.amazonaws.com

コネクタがマニフェスト、テンプレート、および Cloud

Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダ
ウンロードできるようにします。

\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントの
ソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager との
サービス統合のためのソリューションを提供します。

\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングで
きるようにします。

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスと
の通信。

https://netapp-cloud-account.auth0.com NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的
に行うことができます。

https://mysupport.netapp.com をご覧ください ネットアップ AutoSupport との通信：

¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥

https://support.netapp.com/ServiceGW/

entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアッ
プとの通信

¥ https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-

1.amazonaws.com ¥

https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

ネットアップがサポートの問題のトラブルシューティングに
必要な情報を収集できるようにします。

\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud

Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。

¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥

https://github.com/NetApp/trident/releases/

download/

Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接
続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp

Trident をインストールできます。

* .blob.core.windows.net プロキシを使用する場合は HA ペアに必要です。
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エンドポイント 目的

次のようなさまざまなサードパーティの場所
があります。

• https://repo1.maven.org/maven2 です

• https://oss.sonType.org/content/repository

を参照してください

• \ https://repo.typesafe.com

サードパーティの所在地は変更される可能性
があります。

アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依
存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

GCP でリソースを管理するためのエンドポイント

コネクタは、 GCP でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続します。

エンドポイント 目的

\ https://www.googleapis.com GCP で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するため
に、 Connector から Google API に接続できるようにしま
す。

\ https://api.services.cloud.netapp.com:443 NetApp Cloud Central への API 要求。

\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com
ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレート
にアクセスできます。

\ https://repo.cloud.support.netapp.com Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。

\ http://repo.mysql.com/ MySQL のダウンロードに使用します。

¥ https://cognito-idp.us-east-

1.amazonaws.com ¥ https://cognito-

identity.us-east-1.amazonaws.com ¥

https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-

accelerated.s3.amazonaws.com

コネクタがマニフェスト、テンプレート、および Cloud

Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダ
ウンロードできるようにします。

\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントの
ソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager との
サービス統合のためのソリューションを提供します。

\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングで
きるようにします。

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスと
の通信。

https://netapp-cloud-account.auth0.com NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的
に行うことができます。

https://mysupport.netapp.com をご覧ください ネットアップ AutoSupport との通信：

54

https://repo1.maven.org/maven2
https://oss.sonType.org/content/repository
https://repo.typesafe.com
https://www.googleapis.com
https://api.services.cloud.netapp.com:443
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://repo.cloud.support.netapp.com
http://repo.mysql.com/
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com
https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com
https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com
https://sts.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com
https://cloudmanager.cloud.netapp.com
https://netapp-cloud-account.auth0.com
https://mysupport.netapp.com


エンドポイント 目的

¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥

https://support.netapp.com/ServiceGW/

entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアッ
プとの通信

¥ https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-

1.amazonaws.com ¥

https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

ネットアップがサポートの問題のトラブルシューティングに
必要な情報を収集できるようにします。

\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud

Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。

¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥

https://github.com/NetApp/trident/releases/

download/

Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接
続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp

Trident をインストールできます。

次のようなさまざまなサードパーティの場所
があります。

• https://repo1.maven.org/maven2 です

• https://oss.sonType.org/content/repository

を参照してください

• \ https://repo.typesafe.com

サードパーティの所在地は変更される可能性
があります。

アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依
存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

Linux ホストにコネクタをインストールするエンドポイント

Connector ソフトウェアは、手動でインストールすることもできます。その場合、 Connector のインストーラ
は、インストールプロセス中に次の URL にアクセスする必要があります。

• http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

• https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

• https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

ホストは、インストール中にオペレーティングシステムパッケージの更新を試みる可能性があります。ホスト
は、これらの OS パッケージの別のミラーリングサイトにアクセスできます。

ローカルを使用するときに Web ブラウザからアクセスするエンドポイント UI

SaaS ユーザインターフェイスからほとんどのタスクを実行する必要がありますが、ローカルユーザインター
フェイスは引き続きコネクタで使用できます。Web ブラウザを実行するマシンは、次のエンドポイントに接
続する必要があります。
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エンドポイント 目的

コネクタホスト Cloud Manager コンソールをロードするには、 Web ブラウ
ザでホストの IP アドレスを入力する必要があります。

クラウドプロバイダへの接続に応じて、ホストに割り当てら
れたプライベート IP またはパブリック IP を使用できます。

• プライベート IP は、 VPN とがある場合に機能します 仮
想ネットワークへの直接アクセス

• パブリック IP は、あらゆるネットワークシナリオで機能
します

いずれの場合も、セキュリティグループのルールで許可され
た IP またはサブネットからのアクセスのみを許可すること
で、ネットワークアクセスを保護する必要があります。

¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥

https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥

https://services.cloud.netapp.com

Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、 NetApp

Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。

\ https://widget.intercom.io 製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキス
パートと会話できます。

ポートおよびセキュリティグループ

コネクタへの着信トラフィックは、開始しない限りありません。へのアクセスは、 HTTP および HTTPS を使
用して提供されます "ローカル UI"は、まれな状況で使用します。SSH が必要になるのは、トラブルシューテ
ィングのためにホストに接続する必要がある場合のみです。

AWS のコネクタのルール

コネクタのセキュリティグループには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。

プロトコ
ル

ポート 目的

SSH 22 コネクタホストへの SSH アクセスを提供します

HTTP 80 クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTP アクセスを提供します Cloud

Compliance からのユーザインターフェイスと接続

HTTPS 443 クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTPS アクセスを提供します ユーザイ
ンターフェイス

TCP 3128 AWS ネットワークで NAT やプロキシを使用していない場合に、 Cloud Compliance イ
ンスタンスにインターネットアクセスを提供します
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アウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループは、すべての発信トラフィックを開きます。これが可能な場
合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンド
ルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

プロトコル ポート 目的

すべての TCP すべて すべての発信トラフィック

すべての UDP すべて すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポー
トだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。

サービス プロトコル ポート 宛先 目的

Active Directory TCP 88 Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

TCP 139 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセ
ッション

TCP 389 Active Directory フォ
レスト

LDAP

TCP 445 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同
期を使用した
Microsoft SMB over

TCP

TCP 464 Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワー
ドの変更と設定（
SET_CHANGE ）

TCP 749 Active Directory フォ
レスト

Active Directory

Kerberos v の変更と
パスワードの設定（
RPCSEC_GSS ）

UDP 137 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサー
ビス

UDP 138 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラ
ムサービス

UDP 464 Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理
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サービス プロトコル ポート 宛先 目的

API コールと
AutoSupport

HTTPS 443 アウトバウンドイン
ターネットおよび
ONTAP クラスタ管
理 LIF

AWS および ONTAP

への API コール、お
よびネットアップへ
の AutoSupport メッ
セージの送信

API コール TCP 3000 ONTAP クラスタ管
理 LIF

ONTAP への API コ
ール

TCP 8088 S3 へのバックアッ
プ

S3 へのバックアッ
プを API で呼び出し
ます

DNS UDP 53 DNS Cloud Manager によ
る DNS 解決に使用
されます

クラウドコンプライ
アンス

HTTP 80 Cloud Compliance

インスタンス
Cloud Volumes

ONTAP 向けクラウ
ドコンプライアンス

Azure のコネクタのルール

コネクタのセキュリティグループには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。

ポート プロトコル 目的

22 SSH コネクタホストへの SSH アクセス
を提供します

80 HTTP クライアント Web ブラウザからロ
ーカルへの HTTP アクセスを提供
します ユーザインターフェイス

443 HTTPS クライアント Web ブラウザからロ
ーカルへの HTTPS アクセスを提供
します ユーザインターフェイス

アウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループは、すべての発信トラフィックを開きます。これが可能な場
合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンド
ルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

58



ポート プロトコル 目的

すべて すべての TCP すべての発信トラフィック

すべて すべての UDP すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポー
トだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。

サービス ポート プロトコル 宛先 目的

Active Directory 88 TCP Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

139 TCP Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセ
ッション

389 TCP Active Directory フォ
レスト

LDAP

445 TCP Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同
期を使用した
Microsoft SMB over

TCP

464 TCP Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワー
ドの変更と設定（
SET_CHANGE ）

749 TCP Active Directory フォ
レスト

Active Directory

Kerberos v の変更と
パスワードの設定（
RPCSEC_GSS ）

137 UDP Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサー
ビス

138 UDP Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラ
ムサービス

464 UDP Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

API コールと
AutoSupport

443 HTTPS アウトバウンドイン
ターネットおよび
ONTAP クラスタ管
理 LIF

AWS および ONTAP

への API コール、お
よびネットアップへ
の AutoSupport メッ
セージの送信

API コール 3000 TCP ONTAP クラスタ管
理 LIF

ONTAP への API コ
ール
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サービス ポート プロトコル 宛先 目的

DNS 53 UDP DNS Cloud Manager によ
る DNS 解決に使用
されます

GCP のコネクターのルール

コネクタのファイアウォールルールには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みのファイアウォールルールのインバウンドルールのソースは 0.0.0.0/0 です。

プロトコ
ル

ポート 目的

SSH 22 コネクタホストへの SSH アクセスを提供します

HTTP 80 クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTP アクセスを提供します ユーザイ
ンターフェイス

HTTPS 443 クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTPS アクセスを提供します ユーザイ
ンターフェイス

アウトバウンドルール

コネクタの定義済みファイアウォールルールによって、すべてのアウトバウンドトラフィックが開かれます。
これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度な
アウトバウンドルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの定義済みファイアウォールルールには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

プロトコル ポート 目的

すべての TCP すべて すべての発信トラフィック

すべての UDP すべて すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポー
トだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。
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サービス プロトコル ポート 宛先 目的

Active Directory TCP 88 Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

TCP 139 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセ
ッション

TCP 389 Active Directory フォ
レスト

LDAP

TCP 445 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同
期を使用した
Microsoft SMB over

TCP

TCP 464 Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワー
ドの変更と設定（
SET_CHANGE ）

TCP 749 Active Directory フォ
レスト

Active Directory

Kerberos v の変更と
パスワードの設定（
RPCSEC_GSS ）

UDP 137 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサー
ビス

UDP 138 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラ
ムサービス

UDP 464 Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

API コールと
AutoSupport

HTTPS 443 アウトバウンドイン
ターネットおよび
ONTAP クラスタ管
理 LIF

GCP および ONTAP

への API コール、お
よびネットアップへ
の AutoSupport メッ
セージの送信

API コール TCP 3000 ONTAP クラスタ管
理 LIF

ONTAP への API コ
ール

DNS UDP 53 DNS Cloud Manager によ
る DNS 解決に使用
されます

AWS で Cloud Manager からコネクタを作成する

Cloud Manager のほとんどの機能を使用するには、 Account Admin が _ Connector を導
入する必要があります。 "コネクタが必要になるタイミングを学習します"。Connector

を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管
理できます。

このページでは、 Cloud Manager から AWS でコネクタを直接作成する方法について説明します。オプショ
ンとして、を選択することもできます "AWS Marketplace からコネクタを作成します"またはをに設定します "

ソフトウェアをダウンロードして、ご使用のホストにインストールします"。
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これらの手順は、 Account Admin ロールを持つユーザが実行する必要があります。ワークスペース管理者は
コネクタを作成できません。

最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud

Manager からコネクタの作成を求められます。

コネクタを作成するための AWS 権限を設定する

Cloud Manager からコネクタを導入する前に、 AWS アカウントが正しい権限を持っていることを確認する必
要があります。

手順

1. 次の場所からコネクタ IAM ポリシーをダウンロードします。

"NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 、 GCP ポリシー"

2. AWS IAM コンソールで、コネクタ IAM ポリシーからコピーしたテキストを貼り付けて独自のポリシーを
作成します。

3. 前の手順で作成したポリシーを、 Cloud Manager からコネクタを作成する IAM ユーザに関連付けます。

結果

AWS ユーザに、 Cloud Manager からコネクタを作成するために必要な権限が付与されました。Cloud

Manager からプロンプトが表示されたら、このユーザの AWS アクセスキーを指定する必要があります。

AWS でコネクタを作成する

Cloud Manager では、ユーザインターフェイスから AWS に直接コネクタを作成できます。

必要なもの

• IAM 用の AWS アクセスキーとシークレットキー を持つユーザ "必要な権限"。

• 選択した AWS リージョン内の VPC 、サブネット、キーペア。

手順

1. 最初の作業環境を作成する場合は、 * 作業環境の追加 * をクリックし、プロンプトに従います。それ以外
の場合は、 [connector] ドロップダウンをクリックし、 [Add connector] を選択します。
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2. [ * 開始しましょう * ] をクリックします。

3. クラウドプロバイダとして「 * Amazon Web Services * 」を選択します。

Connector は、作成する作業環境の種類や有効にするサービスへのネットワーク接続を確立する必要があ
ることに注意してください。

"Connector のネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. 必要な情報を確認し、 [* Continue （続行） ] をクリックします。

5. 必要な情報を入力します。

◦ * AWS クレデンシャル * ：インスタンスの名前を入力し、権限の要件を満たす AWS アクセスキーと
シークレットキーを指定します。

◦ * 場所 * ：インスタンスの AWS リージョン、 VPC 、およびサブネットを指定します。

◦ * ネットワーク * ：インスタンスで使用するキーペア、パブリック IP アドレスを有効にするかどう
か、およびオプションでプロキシ設定を指定します。

◦ * セキュリティグループ * ：新しいセキュリティグループを作成するか、インバウンド HTTP 、
HTTPS 、 SSH アクセスを許可する既存のセキュリティグループを選択するかを選択します。

コネクタへの着信トラフィックは、開始しない限りありません。へのアクセスは、
HTTP および HTTPS を使用して提供されます "ローカル UI"は、まれな状況で使用しま
す。SSH が必要になるのは、トラブルシューティングのためにホストに接続する必要
がある場合のみです。

6. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。

インスタンスの準備が完了するまでに約 7 分かかります。処理が完了するまで、ページには表示されたま
まにしておいてください。

完了後

ワークスペース管理者がコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように、コネクタ
をワークスペースに関連付ける必要があります。アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペ
ースに関連付ける必要はありません。アカウント管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワーク
スペースにアクセスできます。 "詳細はこちら。"。

Cloud Manager から Azure にコネクタを作成する

Cloud Manager のほとんどの機能を使用するには、 Account Admin が _ Connector を導
入する必要があります。 "コネクタが必要になるタイミングを学習します"。Connector

を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管
理できます。

このページでは、 Cloud Manager から直接 Azure でコネクタを作成する方法について説明します。オプショ
ンとして、を選択することもできます "Azure Marketplace からコネクタを作成します"またはをに設定します
"ソフトウェアをダウンロードして、ご使用のホストにインストールします"。

これらの手順は、 Account Admin ロールを持つユーザが実行する必要があります。ワークスペース管理者は
コネクタを作成できません。
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最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud

Manager からコネクタの作成を求められます。

コネクタを作成するための Azure 権限を設定しています

Cloud Manager からコネクタを導入する前に、 Azure アカウントが正しい権限を持っていることを確認する
必要があります。

手順

1. コネクタの Azure ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

a. をダウンロードします "コネクタの Azure ポリシー"。

リンクを右クリックし、 [ 名前を付けてリンクを保存 …] をクリックしてファイルをダ
ウンロードする。

b. JSON ファイルを変更して、割り当て可能な範囲に Azure サブスクリプション ID を追加します。

▪ 例 *

"AssignableScopes": [

"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",

],

c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

「 AZ role definition create — role-definition C ： \Policy_for _Setup_as _ Service_azure.json 」

これで、 _Azure SetupAsService_という カスタムロールが作成されました。

2. Cloud Manager からコネクタを導入するユーザにロールを割り当てます。

a. [ サブスクリプション ] サービスを開き、ユーザーのサブスクリプションを選択します。

b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

c. [ * 追加 > 役割の割り当ての追加 * ] をクリックして、権限を追加します。

▪ Azure SetupAsService * ロールを選択します。

Azure SetupAsService は、で指定されているデフォルトの名前です "Azure の
Connector 導入ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前
を選択します。

▪ Azure AD のユーザ、グループ、アプリケーション * へのアクセスを割り当てます。

▪ ユーザアカウントを選択します。

▪ [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
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結果

Azure ユーザに、 Cloud Manager から Connector を導入するために必要な権限が付与されるようになりまし
た。

Azure でコネクタを作成する

Cloud Manager では、ユーザインターフェイスから直接 Azure にコネクタを作成できます。

必要なもの

• 。 "必要な権限" 使用している Azure アカウントに対して。

• Azure サブスクリプション。

• 選択した Azure リージョン内の VNet およびサブネット

手順

1. 最初の作業環境を作成する場合は、 * 作業環境の追加 * をクリックし、プロンプトに従います。それ以外
の場合は、 [connector] ドロップダウンをクリックし、 [Add connector] を選択します。

2. [ * 開始しましょう * ] をクリックします。

3. クラウドプロバイダとして「 * Microsoft Azure * 」を選択します。

Connector は、作成する作業環境の種類や有効にするサービスへのネットワーク接続を確立する必要があ
ることに注意してください。

"Connector のネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. 必要な情報を確認し、 [* Continue （続行） ] をクリックします。

5. プロンプトが表示されたら、 Microsoft アカウントにログインします。このアカウントには、仮想マシン
の作成に必要な権限が付与されている必要があります。

このフォームは、 Microsoft が所有およびホストしています。クレデンシャルがネットアップに提供され
ていません。

すでに Azure アカウントにログインしている場合、そのアカウントは Cloud Manager によ
って自動的に使用されます。アカウントが複数ある場合は、適切なアカウントを使用する
ために、最初にログアウトする必要があります。
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6. 必要な情報を入力します。

◦ * VM 認証 * ：仮想マシンの名前、ユーザ名、パスワード、または公開鍵を入力します。

◦ * 基本設定 * ： Azure サブスクリプション、 Azure リージョン、および新しいリソースグループを作
成するか既存のリソースグループを使用するかを選択します。

◦ * ネットワーク * ： VNet とサブネットを選択し、パブリック IP アドレスを有効にするかどうか、お
よび必要に応じてプロキシ設定を指定します。

◦ * セキュリティグループ * ：新しいセキュリティグループを作成するか、インバウンド HTTP 、
HTTPS 、 SSH アクセスを許可する既存のセキュリティグループを選択するかを選択します。

コネクタへの着信トラフィックは、開始しない限りありません。へのアクセスは、
HTTP および HTTPS を使用して提供されます "ローカル UI"は、まれな状況で使用しま
す。SSH が必要になるのは、トラブルシューティングのためにホストに接続する必要
がある場合のみです。

7. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。

仮想マシンの準備が完了するまでに約 7 分かかります。処理が完了するまで、ページには表示されたまま
にしておいてください。

完了後

ワークスペース管理者がコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように、コネクタ
をワークスペースに関連付ける必要があります。アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペ
ースに関連付ける必要はありません。アカウント管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワーク
スペースにアクセスできます。 "詳細はこちら。"。

Cloud Manager から GCP でコネクタを作成する

Cloud Manager のほとんどの機能を使用するには、 Account Admin が _ Connector を導
入する必要があります。 "コネクタが必要になるタイミングを学習します"。Connector

を使用すると、 Cloud Manager でパブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管
理できます。

このページでは、 Cloud Manager から GCP でコネクタを直接作成する方法について説明します。オプショ
ンとして、を選択することもできます "ソフトウェアをダウンロードして、ご使用のホストにインストールし
ます"。

これらの手順は、 Account Admin ロールを持つユーザが実行する必要があります。ワークスペース管理者は
コネクタを作成できません。

最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud

Manager からコネクタの作成を求められます。

コネクタを作成するための GCP 権限の設定

Cloud Manager から Connector を導入する前に、 GCP アカウントに正しい権限があること、および
Connector VM のサービスアカウントが設定されていることを確認する必要があります。

手順
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1. Cloud Manager を導入する GCP ユーザがであることを確認します NetApp Cloud Central には、にアクセ
ス許可が含まれています "GCP の Connector 展開ポリシー"。

"YAML ファイルを使用してカスタムロールを作成できます" ユーザーに添付します。gcloud コマンドライ
ンを使用して、ロールを作成する必要があります。

2. プロジェクトで Cloud Volumes ONTAP システムを作成および管理するために Cloud Manager に必要な権
限を持つサービスアカウントをセットアップします。

このサービスアカウントは、 Cloud Manager から作成するときに Connector VM に関連付けます。

a. "GCP で役割を作成します" で定義した権限を含むポリシーを作成します "GCP 向け Cloud Manager

ポリシー"。ここでも gcloud コマンドラインを使用する必要があります。

この YAML ファイルに含まれる権限は、手順 2a の権限とは異なります。

b. "GCP サービスアカウントを作成し、カスタムロールを適用します を作成しました"。

c. Cloud Volumes ONTAP を他のプロジェクトに導入する場合は、 "クラウドでサービスアカウントを追
加してアクセスを許可します そのプロジェクトに対するマネージャの役割"。プロジェクトごとにこの
手順を繰り返す必要があります。

結果

GCP ユーザに Cloud Manager から Connector を作成するために必要な権限が付与され、 Connector VM のサ
ービスアカウントが設定されます。

Google Cloud API の有効化

Connector と Cloud Volumes ONTAP を導入するには、いくつかの API が必要です。

ステップ

1. "プロジェクトで次の Google Cloud API を有効にします"。

◦ Cloud Deployment Manager V2 API

◦ クラウドロギング API

◦ Cloud Resource Manager API の略

◦ Compute Engine API

◦ ID およびアクセス管理（ IAM ） API

GCP でコネクタを作成する

Cloud Manager では、ユーザインターフェイスから直接 GCP でコネクタを作成できます。

必要なもの

• 。 "必要な権限" をクリックしてください。

• Google Cloud プロジェクト。

• Cloud Volumes ONTAP の作成と管理に必要な権限を持つサービスアカウント。

• Google Cloud リージョン内の VPC とサブネット。
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手順

1. 最初の作業環境を作成する場合は、 * 作業環境の追加 * をクリックし、プロンプトに従います。それ以外
の場合は、 [connector] ドロップダウンをクリックし、 [Add connector] を選択します。

2. [ * 開始しましょう * ] をクリックします。

3. クラウドプロバイダとして * Google Cloud Platform * を選択します。

Connector は、作成する作業環境の種類や有効にするサービスへのネットワーク接続を確立する必要があ
ることに注意してください。

"Connector のネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. 必要な情報を確認し、 [* Continue （続行） ] をクリックします。

5. プロンプトが表示されたら、 Google アカウントにログインします。このアカウントには、仮想マシンイ
ンスタンスを作成するために必要な権限が付与されている必要があります。

このフォームは Google が所有およびホストしています。クレデンシャルがネットアップに提供されてい
ません。

6. 必要な情報を入力します。

◦ * 基本設定 * ：仮想マシンインスタンスの名前を入力し、必要な権限を持つプロジェクトおよびサービ
スアカウントを指定します。

◦ * 場所 * ：インスタンスのリージョン、ゾーン、 VPC 、およびサブネットを指定します。

◦ * ネットワーク * ：パブリック IP アドレスを有効にするかどうかを選択し、必要に応じてプロキシ設
定を指定します。

◦ * ファイアウォールポリシー * ：新しいファイアウォールポリシーを作成するか、インバウンド HTTP

、 HTTPS 、 SSH アクセスを許可する既存のファイアウォールポリシーを選択するかを選択します。

コネクタへの着信トラフィックは、開始しない限りありません。へのアクセスは、
HTTP および HTTPS を使用して提供されます "ローカル UI"は、まれな状況で使用しま
す。SSH が必要になるのは、トラブルシューティングのためにホストに接続する必要
がある場合のみです。

7. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。
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インスタンスの準備が完了するまでに約 7 分かかります。処理が完了するまで、ページには表示された
ままにしておいてください。

完了後

ワークスペース管理者がコネクタを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成できるように、コネクタ
をワークスペースに関連付ける必要があります。アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペ
ースに関連付ける必要はありません。アカウント管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワーク
スペースにアクセスできます。 "詳細はこちら。"。

次の手順

Cloud Manager にログインしてセットアップしたので、ユーザは作業環境の作成と検出
を開始できます。

• "Cloud Volumes ONTAP for AWS の利用を開始しましょう"

• "Cloud Volumes ONTAP for Azure の利用を開始しましょう"

• "Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud の利用を開始しましょう"

• "Azure NetApp Files をセットアップする"

• "Cloud Volumes Service for AWS をセットアップする"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタを検出"

• "Amazon S3 バケットを検出します"

管理者は、最初のコネクタを作成したあとに Cloud Manager の設定を管理できます。

• "コネクタについて説明します"

• "セキュアなアクセスのための HTTPS 証明書を管理します"

• "プロキシを設定します"
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Cloud Volumes ONTAP を管理します

詳細はこちら

Cloud Volumes ONTAP の詳細をご覧ください

Cloud Volumes ONTAP を使用すると、データ保護、セキュリティ、コンプライアンスを
強化しながら、クラウドストレージのコストとパフォーマンスを最適化できます。

Cloud Volumes ONTAP は、クラウドで ONTAP データ管理ソフトウェアを実行するソフトウェア型のストレ
ージアプライアンスです。以下の主要機能を備えたエンタープライズクラスのストレージを提供します。

• ストレージの効率化

組み込みのデータ重複排除、データ圧縮、シンプロビジョニング、クローニングを活用して、ストレージ
コストを最小限に抑えます。

• 高可用性

クラウド環境で障害が発生した場合でも、エンタープライズクラスの信頼性と継続的な運用を確保できま
す。

• データ保護

Cloud Volumes ONTAP は、業界をリードするネットアップのレプリケーションテクノロジである
SnapMirror を利用してオンプレミスのデータをクラウドにレプリケートするため、セカンダリコピーを複
数のユースケースに簡単に利用できます。

また、 Cloud Volumes ONTAP は Cloud Backup Service との統合により、保護のためのバックアップとリ
ストア機能、およびクラウドデータの長期アーカイブ機能を提供します。

• データの階層化

アプリケーションをオフラインにすることなく、ハイパフォーマンスとローパフォーマンスのストレージ
プールをオンデマンドで切り替えます。

• アプリケーションの整合性

NetApp SnapCenter を使用して、 NetApp Snapshot コピーの整合性を確保します。

• データセキュリティ

Cloud Volumes ONTAP は、データ暗号化をサポートし、ウィルスやランサムウェアからの保護を提供し
ます。

• プライバシーコンプライアンスの管理

Cloud Compliance との統合により、データコンテキストを把握し、機密データを識別できます。

ONTAP 機能のライセンスは、 Cloud Volumes ONTAP に含まれています。
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"サポートされている Cloud Volumes ONTAP 構成を表示します"

"Cloud Volumes ONTAP の詳細については、こちらを参照してください"

ストレージ

ディスクとアグリゲート

Cloud Volumes ONTAP でのクラウドストレージの使用方法を理解することで、ストレー
ジコストを把握することができます。

すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があり
ます。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、シス
テムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウド
プロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

概要

Cloud Volumes ONTAP では、クラウドプロバイダのストレージをディスクとして使用し、それらを 1 つ以上
のアグリゲートにグループ化します。アグリゲートは、 1 つ以上のボリュームにストレージを提供します。

クラウドディスクにはいくつかのタイプがサポートされています。ディスクタイプはボリュームの作成時に選
択し、デフォルトのディスクサイズは Cloud Volumes ONTAP の導入時に選択します。
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クラウドプロバイダから購入したストレージの総容量は、 _raw 容量です。約 12~14% は
Cloud Volumes ONTAP 用に予約されたオーバーヘッドであるため、使用可能な容量はこれよ
り少なくなります。たとえば、 Cloud Manager が 500 GB のアグリゲートを作成した場合、使
用可能な容量は 442.94 GB になります。

AWS ストレージ

AWS で Cloud Volumes ONTAP は、一部の EC2 インスタンスタイプで、ユーザデータ用の EBS ストレージ
とローカルの NVMe ストレージが Flash Cache として使用されます。

EBS ストレージ

AWS では、アグリゲートに同じサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。最大ディスクサイズ
は 16TB です。

基盤となる EBS ディスクタイプは、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最
適化された HDD 、コールド HDD のいずれかです。EBS ディスクと Amazon S3 をにペアリングできます
"使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化します"。

EBS ディスクタイプの違いは次のとおりです。

• _ 汎用 SSD_disks は、幅広いワークロードに対してコストとパフォーマンスのバランスを取ります。
パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。

• _Provisioned IOPS ssd は、コストが高くても最高のパフォーマンスが必要な重要なアプリケーション
用です。

• _Throughput Optimized HDD_disks は、高速で安定したスループットを低価格で実現する必要のあ
る、アクセス頻度の高いワークロード用です。

• _Cold HDD_disks は、パフォーマンスが非常に低いため、バックアップまたはアクセス頻度の低いデ
ータ用です。スループットに最適化された HDD ディスクと同様に、パフォーマンスはスループットの
観点から定義されます。

コールド HDD ディスクは、 HA 構成とデータ階層化ではサポートされていません。

ローカル NVMe ストレージ

一部の EC2 インスタンスタイプには、 Cloud Volumes ONTAP がとして使用するローカル NVMe ストレ
ージが含まれています "Flash Cache"。

• 関連リンク *

• "AWS のドキュメント： EBS ボリュームのタイプ"

• "でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します AWS のシステムを管理でき
ます"

• "AWS での Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"

• "AWS で Cloud Volumes ONTAP がサポートされている構成を確認します"

Azure ストレージ

Azure では、アグリゲートに同じサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。ディスクタイプと最
大ディスクサイズは、シングルノードシステムと HA ペアのどちらを使用するかによって異なります。
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シングルノードシステム

シングルノードシステムでは、次の 3 種類の Azure Managed Disks を使用できます。

• _Premium SSD Managed Disks （プレミアム SSD 管理ディスク） - I/O 負荷の高いワークロードに高
パフォーマンスを提供し、コストを高めます。

• _ 標準 SSD 管理ディスク _ 低 IOPS を必要とするワークロードに一貫したパフォーマンスを提供しま
す。

• _Standard HDD Managed Disks_are a good choice if you need high iops and want to Reduce your

costs （高 IOPS が必要なく、コストを削減したい場合に最適です。）

管理対象の各ディスクタイプの最大ディスクサイズは 32TB です。

管理対象ディスクと Azure BLOB ストレージをペアリングすることができます からに "使用頻度の低
いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化します"。

HA ペア

HA ペアでは、最大ディスクサイズが 8TB の Premium ページ Blob を使用します。

• 関連リンク *

• "Microsoft Azure のドキュメント：「 Introduction to Microsoft Azure Storage"

• "でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します Azure の既存のシステムを"

• "Azure での Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"

GCP ストレージ

GCP では、アグリゲートに同じサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。最大ディスクサイズは
16TB です。

ディスクタイプには、 _Zonal SSD persistent disks _ または _Zonal standard persistent disks _ を指定できま
す。永続ディスクを Google Storage バケットとペアリングできます からに "使用頻度の低いデータを低コス
トのオブジェクトストレージに階層化します"。

• 関連リンク *

• "Google Cloud Platform のドキュメント：「ストレージオプション"

• "GCP で Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認する"

RAID タイプ

各 Cloud Volumes ONTAP アグリゲートの RAID タイプは RAID 0 （ストライピング）です。その他の RAID

タイプはサポートされません。Cloud Volumes ONTAP は、ディスクの可用性とデータ保持性についてクラウ
ドプロバイダに依存しています。

データ階層化の概要

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに自動的に階層化できるた
め、ストレージコストを削減できます。アクティブなデータはハイパフォーマンスの
SSD または HDD に残り、非アクティブなデータは低コストのオブジェクトストレージ
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に階層化されます。これにより、プライマリストレージのスペースを再利用し、セカン
ダリストレージを縮小できます。

Cloud Volumes ONTAP は、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform のデータ階層化をサポートしていま
す。データ階層化は、 FabricPool テクノロジによって実現されます。

データの階層化（ FabricPool ）を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要は
ありません。

AWS でのデータ階層化

AWS でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP はホットデータのパフォーマンス階層として
EBS 、アクセス頻度の低いデータの大容量階層として AWS S3 を使用します。

高パフォーマンス階層

パフォーマンス階層には、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化され
た HDD があります。

大容量階層

Cloud Volumes ONTAP システムは、 _Standard_storage クラスを使用して、アクセス頻度の低いデータ
を 1 つの S3 バケットに階層化します。Standard は、複数の可用性ゾーンにまたがって保存された頻繁に
アクセスされるデータに最適です。

Cloud Manager は、作業環境ごとに 1 つの S3 バケットを作成して、 fabric-pool-cluster

unique identifier という名前を付けます。ボリュームごとに異なる S3 バケットが作成される
ことはありません。

ストレージクラス

AWS の階層化データのデフォルトのストレージクラスは Standard です。アクセス頻度の低いデータがな
い場合は、ストレージクラスを「インテリジェントな階層化」、「 1 ゾーンの頻度の低いアクセス」、「
_ 標準 - 低頻度アクセス _ 」のいずれかに変更することで、ストレージコストを削減できます。ストレー
ジクラスを変更すると、アクセス頻度の低いデータは Standard ストレージクラスから始まり、 30 日経っ
てもアクセスされない場合は選択したストレージクラスに移行されます。

データにアクセスするとアクセスコストが高くなるため、ストレージクラスを変更する前にこの点を考慮
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する必要があります。 "Amazon S3 ストレージクラスに関する詳細情報"。

作業環境の作成時にストレージクラスを選択し、あとでいつでも変更できます。ストレージクラスの変更
の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階
層化"。

データ階層化のストレージクラスは、システム全体に適用されます。ボリューム単位ではありません。

Azure のデータ階層化

Azure でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、ホットデータ用のパフォーマンス階層と
して Azure で管理されているディスクを、アクセス頻度の低いデータ用の大容量階層として Azure Blob

Storage を使用します。

高パフォーマンス階層

高パフォーマンス階層には SSD と HDD があります。

大容量階層

Cloud Volumes ONTAP システムは、 azure_hot_storage 階層を使用して、アクセス頻度の低いデータを単
一の BLOB コンテナに階層化します。ホット階層は、アクセス頻度の高いデータに最適です。

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境ごとに 1 つのコンテナを持つ新しいス
トレージアカウントを作成します。ストレージアカウントの名前はランダムです。ボリュー
ムごとに異なるコンテナは作成されません。

ストレージアクセス階層

Azure の階層化データのデフォルトのストレージアクセス階層は、 _hot_tier です。アクセス頻度の低いデ
ータにアクセスしない場合は、 _cool ストレージ階層に変更することでストレージコストを削減できま
す。ストレージ階層を変更すると、アクセス頻度の低いデータは最初はホットストレージ階層に配置さ
れ、アクセス日数が 30 日を超えない場合はアクセス頻度の低いストレージ階層に移行されます。

データにアクセスするとアクセスコストが高くなるため、ストレージ階層を変更する前にこの点を考慮す
る必要があります。 "Azure BLOB ストレージのアクセス階層の詳細については、こちらを参照してくださ
い"。

作業環境の作成時にストレージ階層を選択し、あとでいつでも変更できます。ストレージ階層の変更の詳
細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層
化"。

データ階層化のためのストレージアクセス階層は、システム全体に適用されます。ボリューム単位ではあ
りません。

GCP でのデータ階層化

GCP でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP はホットデータのパフォーマンス階層として
永続的ディスクを使用し、アクセス頻度の低いデータの大容量階層として Google Cloud Storage バケットを
使用します。

高パフォーマンス階層

高パフォーマンス階層には、 SSD または HDD （標準ディスク）を使用できます。
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大容量階層

Cloud Volumes ONTAP システムは、 _Regional _storage クラスを使用して、アクセス頻度の低いデータ
を 1 つの Google Cloud Storage バケットに階層化します。

Cloud Manager は、作業環境ごとに 1 つのバケットを作成し、 fabric-pool-cluster unique

identifier という名前を付けます。ボリュームごとに異なるバケットが作成されることはあり
ません。

ストレージクラス

階層化データのデフォルトのストレージクラスは、 Standard Storage_class です。データへのアクセス頻
度が低い場合は、 _Nearline Storage_or_Coldline Storage に変更することでストレージコストを削減でき
ます。ストレージクラスを変更すると、アクセス頻度の低いデータは Standard Storage クラスから始ま
り、 30 日経ってもアクセスされない場合は選択したストレージクラスに移行されます。

データにアクセスするとアクセスコストが高くなるため、ストレージクラスを変更する前にこの点を考慮
する必要があります。 "Google Cloud Storage のストレージクラスの詳細については、こちらをご覧くだ
さい"。

作業環境の作成時にストレージ階層を選択し、あとでいつでも変更できます。ストレージクラスの変更の
詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層
化"。

データ階層化のストレージクラスは、システム全体に適用されます。ボリューム単位ではありません。

データ階層化と容量の制限

データの階層化を有効にしても、システムの容量制限は変わりません。この制限は、パフォーマンス階層と容
量階層に分散されます。

ボリューム階層化ポリシー

データ階層化を有効にするには、ボリュームの作成、変更、またはレプリケート時にボリューム階層化ポリシ
ーを選択する必要があります。ボリュームごとに異なるポリシーを選択できます。

一部の階層化ポリシーには、最小冷却期間が関連付けられています。この期間は、データを「コールド」と見
なして容量階層に移動するために、ボリューム内のユーザーデータを非アクティブのままにする必要がある時
間を設定します。

Cloud Manager では、ボリュームを作成または変更するときに、次のボリューム階層化ポリシーのいずれか
を選択できます。

Snapshot のみ

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP は、アクティブなファイルシステムに関
連付けられていない Snapshot コピーのコールドユーザデータを容量階層に階層化します。冷却期間は約 2

日間です。

読み取りの場合、容量階層のコールドデータブロックはホットになり、パフォーマンス階層に移動されま
す。

すべて

すべてのデータ（メタデータを除く）はすぐにコールドとしてマークされ、オブジェクトストレージにで
きるだけ早く階層化されます。ボリューム内の新しいブロックがコールドになるまで、 48 時間待つ必要は
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ありません。「すべて」のポリシーが設定される前のボリュームにあるブロックは、コールドになるまで
48 時間かかります。

読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはコールドのままで、パフォーマンス階層に
書き戻されません。このポリシーは ONTAP 9.6 以降で使用できます。

自動

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP はボリューム内のコールドデータブロッ
クを容量階層に階層化します。コールドデータには、 Snapshot コピーだけでなく、アクティブなファイ
ルシステムのコールドユーザデータも含まれます。冷却期間は約 31 日です。

このポリシーは、 Cloud Volumes ONTAP 9.4 以降でサポートされます。

ランダム読み取りで読み取りを行うと、容量階層のコールドデータブロックがホットになり、パフォーマ
ンス階層に移動します。インデックススキャンやアンチウイルススキャンに関連するようなシーケンシャ
ルリードで読み取られた場合、コールドデータブロックはコールド状態を維持し、パフォーマンス階層に
は移動しません。

なし

ボリュームのデータをパフォーマンス階層に保持し、容量階層に移動できないようにします。

ボリュームをレプリケートする場合、データをオブジェクトストレージに階層化するかどうかを選択できま
す。このように設定すると、 Cloud Manager は * Backup * ポリシーをデータ保護ボリュームに適用しま
す。Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降では、「 * all * 」階層化ポリシーがバックアップポリシーに置き換えら
れます。

Cloud Volumes ONTAP をオフにすると、冷却期間に影響します

データブロックはクーリングスキャンによって冷却されます。このプロセスでは、使用されていないブロック
のブロック温度が次の低い値に移動（冷却）されます。デフォルトのクーリング時間は、ボリューム階層化ポ
リシーによって異なります。

• 自動： 31 日

• Snapshot のみ： 2 日

冷却スキャンが機能するためには、 Cloud Volumes ONTAP が実行されている必要があります。Cloud

Volumes ONTAP をオフにすると、冷却も停止します。その結果、冷却にかかる時間が長くなる可能性があり
ます。

データ階層化の設定

手順およびサポートされている構成の一覧については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コス
トのオブジェクトストレージに階層化"。

ストレージ管理

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP ストレージの簡易化された高度な管理機能
を提供します。
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すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があり
ます。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、シス
テムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウド
プロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

ストレージのプロビジョニング

Cloud Manager では、ディスクを購入してアグリゲートを管理することで、 Cloud Volumes ONTAP のストレ
ージプロビジョニングが容易になります。ボリュームを作成するだけで済みます。必要に応じて、 Advanced

Allocation オプションを使用してアグリゲートをプロビジョニングできます。

プロビジョニングの簡素化

アグリゲートは、ボリュームにクラウドストレージを提供します。Cloud Manager では、インスタンスを起
動したとき、および追加ボリュームをプロビジョニングしたときに、アグリゲートが作成されます。

ボリュームを作成すると、 Cloud Manager は次の 3 つのいずれかを実行します。

• 十分な空きスペースがある既存のアグリゲートにボリュームを配置します。

• ボリュームを既存のアグリゲートに配置するには、そのアグリゲート用に追加のディスクを購入します。

• 新しいアグリゲートのディスクを購入し、そのアグリゲートにボリュームを配置します。

Cloud Manager は、アグリゲートの最大サイズ、シンプロビジョニングが有効になっているかどうか、アグ
リゲートの空きスペースのしきい値など、いくつかの要因を確認して新しいボリュームをどこに配置するかを
決定します。

アカウント管理者は、 [ 設定 *] ページから空き容量のしきい値を変更できます。

AWS でのアグリゲートのディスクサイズの選択

Cloud Manager は、 AWS で Cloud Volumes ONTAP 用の新しいアグリゲートを作成すると、システム内のア
グリゲートの数が増えるにつれて、アグリゲート内のディスクサイズを徐々に増加させます。Cloud Manager

は、 AWS で許可される最大データディスク数に達する前に、システムの最大容量を利用できるようにしま
す。

たとえば、 Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP Premium または BYOL システムのアグリゲートに
次のディスクサイズを選択できます。

アグリゲート番号 ディスクサイズ 最大アグリゲート容量

1. 500 MB 3 TB

4. 1 TB 6TB

6. 2TB 12TB

ディスクサイズは、 Advanced Allocation オプションを使用して選択できます。

高度な割り当て

Cloud Manager でアグリゲートを管理するのではなく、自分で管理できます。 "Advanced allocation * ページ
からアクセスします"では、特定の数のディスクを含む新しいアグリゲートの作成、既存のアグリゲートへの
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ディスクの追加、および特定のアグリゲートでのボリュームの作成を行うことができます。

容量管理

アカウント管理者は、ストレージ容量の決定について Cloud Manager から通知するかどうか、または Cloud

Manager が容量の要件を自動的に管理するかどうかを選択できます。これらのモードの仕組みを理解するの
に役立つ場合があります。

自動容量管理

容量管理モードは、デフォルトで自動に設定されています。このモードでは、 Cloud Volumes ONTAP インス
タンスで追加の容量が必要になると、 Cloud Manager によって新しいディスクが自動的に購入されます。ま
た、未使用のディスクセット（アグリゲート）の削除、必要に応じてアグリゲート間でのボリュームの移動、
ディスクの障害状態の解除を試行します。

次の例は、このモードの動作を示しています。

• EBS ディスクが 5 台以下のアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager はそのアグリゲ
ートの新しいディスクを自動的に購入し、ボリュームを継続して拡張できるようにします。

• 12 個の Azure ディスクを持つアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager は、ボリュー
ムをそのアグリゲートから使用可能な容量を持つアグリゲートまたは新しいアグリゲートに自動的に移動
します。

ボリュームに新しいアグリゲートを作成すると、 Cloud Manager はそのボリュームのサイズに対応する
ディスクサイズを選択します。

元のアグリゲートに空きスペースがあることに注意してください。既存のボリュームまたは新しいボリュ
ームでは、そのスペースを使用できます。このシナリオでは、 AWS 、 Azure 、 GCP にスペースを戻す
ことはできません。

• アグリゲートに 12 時間を超えるボリュームが含まれていない場合は、 Cloud Manager によって削除され
ます。

容量の自動管理による LUN の管理

Cloud Manager の自動容量管理は、 LUN には適用されません。Cloud Manager で LUN を作成すると自動拡
張機能が無効になります。

容量の自動管理による inode の管理

Cloud Manager は、ボリューム上の inode の使用量を監視します。inode の 85% を使用すると、 Cloud

Manager はボリュームのサイズを増やして、使用可能な inode の数を増やします。ボリュームに含めること
ができるファイル数は、ボリューム内の inode の数によって決まります。

手動による容量管理

アカウント管理者が容量管理モードを手動に設定した場合、容量の決定が必要な状況になると、 Cloud

Manager に「 Action Required 」メッセージが表示され、自動モードで説明されている例と同じ例が手動モー
ドにも適用されますが、アクションを受け入れる必要があります。
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Flash Cache

AWS および Azure の一部の Cloud Volumes ONTAP 構成にはローカルの NVMe ストレ
ージが含まれています。このストレージは、 Cloud Volumes ONTAP でパフォーマンス
を向上させるために _Flash Cache _ として使用されます。

Flash Cacheとは

Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェ
ントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイル
サービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。

AWS でサポートされるインスタンス

新規または既存の Cloud Volumes ONTAP Premium または BYOL システムがある EC2 インスタンスタイプを
選択します。

• c5d.csi

• c5d.9xlarge

• c5d.18 x ラージ

• m5d.8xlarge

• m5d.12xlarge

• r5d.2xlarge

Azure でサポートされている VM タイプです

Azure で、単一ノードの Cloud Volumes ONTAP BYOL システムを使用した Standard_L8s_v2 VM タイプを選
択します。

制限

• Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があり
ます。

Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、ボリュ
ームを作成してから実行するように選択します "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

• 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

WORM ストレージ

Cloud Volumes ONTAP システム上で Write Once Read Many （ WORM ）ストレージを
アクティブにして、指定した保存期間内にファイルを変更せずに保持できます。WORM

ストレージには、エンタープライズモードの SnapLock テクノロジが採用されていま
す。つまり、 WORM ファイルはファイルレベルで保護されます。

WORM ストレージにコミットされたファイルは、保存期間が終了した後でも変更できません。改ざん防止ク
ロックは、 WORM ファイルの保持期間が経過したタイミングを決定します。
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保存期間が経過すると、不要になったファイルを削除する必要があります。

WORM ストレージのアクティブ化

新しい作業環境を作成するときに、 Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにで
きます。これには、アクティベーションコードの指定とファイルのデフォルトの保存期間の設定が含まれま
す。アクティベーションコードを取得するには、 Cloud Manager インターフェイスの右下にあるチャットア
イコンを使用します。

個々のボリュームで WORM ストレージをアクティブ化することはできません — WORM はシ
ステムレベルでアクティブ化する必要があります

次の図は、作業環境の作成時に WORM ストレージをアクティブにする方法を示しています。

ファイルを WORM にコミットしています

アプリケーションを使用して、 NFS または CIFS を介してファイルを WORM にコミットしたり、 ONTAP

CLI を使用してファイルを WORM に自動コミットしたりできます。また、追記可能 WORM ファイルを使用
して、ログ情報のように増分的に書き込まれるデータを保持することもできます。

Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにした後は、 WORM ストレージのすべ
ての管理に ONTAP CLI を使用する必要があります。手順については、を参照してください "ONTAP のドキュ
メント"。

WORM ストレージに対する Cloud Volumes ONTAP のサポートは、 SnapLock Enterprise モー
ドと同等です。
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制限

• AWS または Azure からディスクを直接削除または移動すると、ボリュームは有効期限前に削除されま
す。

• WORM ストレージをアクティブ化すると、オブジェクトストレージへのデータ階層化を有効にできませ
ん。

• WORM ストレージを有効にするには、クラウドへのバックアップを無効にする必要があります。

ハイアベイラビリティペア

AWS におけるハイアベイラビリティペア

Cloud Volumes ONTAP High Availability （ HA ）構成は、無停止の運用と耐障害性を提
供します。AWS では、 2 つのノード間でデータが同期ミラーリングされます。

概要

AWS では、 Cloud Volumes ONTAP HA 構成に次のコンポーネントが含まれます。

• データが同期的にミラーリングされる 2 つの Cloud Volumes ONTAP ノード。

• ストレージのテイクオーバーとギブバックプロセスを支援するためにノード間の通信チャネルを提供する
メディエータインスタンス。

メディエータインスタンスは、 t2.Micro インスタンス上で Linux オペレーティングシステムを
実行し、約 8 GB の EBS 磁気ディスクを 1 つ使用します。

ストレージのテイクオーバーとギブバック

ノードがダウンした場合、もう一方のノードはパートナーにデータを提供して、継続的なデータサービスを提
供できます。データはパートナーに同期的にミラーリングされているため、クライアントはパートナーノード
から同じデータにアクセスできます。

ノードのリブート後、パートナーはデータを再同期してからストレージを返却する必要があります。データの
再同期にかかる時間は、ノードがダウンしている間に変更されたデータの量によって異なります。

RPO と RTO

HA 構成では、次のようにデータの高可用性が維持されます。

• RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が
保たれ、データ損失は発生しません。

• RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できる
ようにする必要があります。

HA の導入モデル

複数の可用性ゾーン（ AZS ）または単一の AZ に HA 構成を導入することで、データの高可用性を確保でき
ます。各構成の詳細を確認して、ニーズに最適な構成を選択してください。
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複数の可用性ゾーンでの Cloud Volumes ONTAP HA

複数の可用性ゾーン（ AZS ）に HA 構成を導入すると、 AZ または Cloud Volumes ONTAP ノードを実行す
るインスタンスで障害が発生した場合でも、データの高可用性が確保されます。NAS IP アドレスがデータア
クセスとストレージフェイルオーバーに与える影響を理解しておく必要があります。

NFS と CIFS のデータアクセス

HA 構成が複数のアベイラビリティゾーンに分散されている場合は、 _floating IP addresss_enable NAS client

access 。障害が発生した場合に、ドメイン内のすべての VPC の CIDR ブロックの外側にあるフローティング
IP アドレスをノード間で移行できます。VPC の外部にあるクライアントには、自分以外からネイティブにア
クセスすることはできません "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。

転送ゲートウェイを設定できない場合は、 VPC の外部にある NAS クライアントにプライベート IP アドレス
を使用できます。ただし、これらの IP アドレスは静的であり、ノード間でフェイルオーバーすることはでき
ません。

HA 設定を複数の可用性ゾーンに展開する前に、フローティング IP アドレスとルートテーブルの要件を確認
する必要があります。設定を展開するときは、フローティング IP アドレスを指定する必要があります。プラ
イベート IP アドレスは Cloud Manager によって自動的に作成されます。

詳細については、を参照してください "複数の AZS での Cloud Volumes ONTAP HA の AWS ネットワーク要
件"。

iSCSI データアクセス

iSCSI では浮動 IP アドレスが使用されないため、クロス VPC データ通信は問題になりません。

iSCSI のストレージテイクオーバーとギブバック

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、
アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp

Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに
対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

NAS のストレージテイクオーバーとギブバック

フローティング IP を使用する NAS 構成でテイクオーバーが発生すると、クライアントがデータへのアクセ
スに使用するノードのフローティング IP アドレスが他のノードに移動します。次の図は、フローティング IP

を使用した NAS 構成でのストレージテイクオーバーを示しています。node2 がダウンすると、 node2 のフロ
ーティング IP アドレスが node1 に移動します。
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障害が発生した場合、外部 VPC アクセスに使用される NAS データ IP はノード間で移行できません。ノード
がオフラインになった場合は、もう一方のノードの IP アドレスを使用して、 VPC 外のクライアントにボリ
ュームを手動で再マウントする必要があります。

障害の発生したノードがオンラインに戻ったら、元の IP アドレスを使用してクライアントをボリュームに再
マウントします。この手順は、 2 つの HA ノード間で不要なデータが転送されないようにするために必要で
す。これは、パフォーマンスと安定性に大きな影響を与える可能性があります。

Cloud Manager から正しい IP アドレスを簡単に特定するには、ボリュームを選択して * Mount command * を
クリックします。

単一の可用性ゾーンでの Cloud Volumes ONTAP HA

単一の可用性ゾーン（ AZ ）に HA 構成を導入すると、 Cloud Volumes ONTAP ノードを実行するインスタン
スで障害が発生した場合でも、データの高可用性を確保できます。すべてのデータは、 vPC の外部からネイ
ティブにアクセスできます。

Cloud Manager によってが作成されます "AWS 分散配置グループ" をクリックすると、その配
置グループ内の 2 つの HA ノードが起動します。配置グループは、インスタンスを別々の基盤
ハードウェアに分散することで、同時障害のリスクを軽減します。この機能により、ディスク
障害ではなく、コンピューティングの観点から冗長性が向上します。

データアクセス

この構成は単一の AZ 内にあるため、フローティング IP アドレスは必要ありません。同じ IP アドレスを使用
して、 vPC 内からのデータアクセスと、 vPC 外部からのデータアクセスを行うことができます。

次の図は、単一の AZ での HA 構成を示しています。データには、 vPC 内および vPC 外部からアクセスでき
ます。

84

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html


ストレージのテイクオーバーとギブバック

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、
アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp

Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに
対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

NAS 構成では、障害が発生した場合に、データ IP アドレスを HA ノード間で移行できます。これにより、ク
ライアントからストレージへのアクセスが保証されます。

HA ペアでのストレージの動作

ONTAP クラスタとは異なり、クラウドボリュームのストレージ ONTAP HA ペアはノード間で共有されませ
ん。代わりに、障害発生時にデータを利用できるように、データはノード間で同期的にミラーリングされま
す。
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ストレージの割り当て

新しいボリュームを作成し、ディスクを追加する必要がある場合、 Cloud Manager は同じ数のディスクを両
方のノードに割り当て、ミラーリングされたアグリゲートを作成してから、新しいボリュームを作成します。
たとえば、ボリュームに 2 つのディスクが必要な場合、 Cloud Manager はノードごとに 2 つのディスクを割
り当て、合計で 4 つのディスクを割り当てます。

ストレージ構成

HA ペアは、アクティブ / アクティブ構成として使用できます。アクティブ / アクティブ構成では、両方のノ
ードがクライアントにデータを提供します。アクティブ / パッシブ構成では、パッシブノードは、アクティブ
ノードのストレージをテイクオーバーした場合にのみデータ要求に応答します。

アクティブ / アクティブ構成をセットアップできるのは、 Storage System View で Cloud

Manager を使用している場合のみです。

HA 構成に期待されるパフォーマンス

Cloud Volumes ONTAP HA 構成では、ノード間でデータを同期的にレプリケートするため、ネットワーク帯
域幅が消費されます。その結果、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP 構成と比較して、次のパフォーマ
ンスが期待できます。

• 1 つのノードからのみデータを提供する HA 構成では、読み取りパフォーマンスはシングルノード構成の
読み取りパフォーマンスと同等ですが、書き込みパフォーマンスは低くなります。

• 両方のノードからデータを提供する HA 構成の場合、読み取りパフォーマンスはシングルノード構成の読
み取りパフォーマンスよりも高く、書き込みパフォーマンスは同じかそれ以上です。

Cloud Volumes ONTAP 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 "パフォーマンス"。

ストレージへのクライアントアクセス

クライアントは、ボリュームが存在するノードのデータ IP アドレスを使用して、 NFS ボリュームと CIFS ボ
リュームにアクセスする必要があります。NAS クライアントがパートナーノードの IP アドレスを使用してボ
リュームにアクセスする場合、トラフィックは両方のノード間を通過するため、パフォーマンスが低下しま
す。

HA ペアのノード間でボリュームを移動する場合は、もう一方のノードの IP アドレスを使用し
てボリュームを再マウントする必要があります。そうしないと、パフォーマンスが低下する可
能性があります。クライアントが CIFS の NFSv4 リファールまたはフォルダリダイレクション
をサポートしている場合は、ボリュームの再マウントを回避するために、 Cloud Volumes

ONTAP システムでこれらの機能を有効にできます。詳細については、 ONTAP のマニュアルを
参照してください。

Cloud Manager から正しい IP アドレスを簡単に識別できます。
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Azure のハイアベイラビリティペア

Cloud Volumes ONTAP ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアは、クラウド環境で障害が発
生した場合にエンタープライズクラスの信頼性と継続的な運用を実現します。Azure で
は、 2 つのノード間でストレージが共有されます。

HA コンポーネント

Azure の Cloud Volumes ONTAP HA 構成には、次のコンポーネントが含まれています。

87



Cloud Manager で導入される Azure コンポーネントは次のとおりです。

Azure Standard Load Balancer の略

ロードバランサは、 Cloud Volumes ONTAP HA ペアへの着信トラフィックを管理します。

可用性セット

可用性セットは、ノードが異なる障害になっていることを確認し、ドメインを更新します。
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ディスク

お客様のデータは Premium Storage ページの BLOB にあります。各ノードがもう一方のノードのストレー
ジにアクセスできます。には追加のストレージも必要です "ブート、ルート、およびコアのデータ"。

ストレージアカウント

• 管理対象ディスクにはストレージアカウントが 1 つ必要です。

• ストレージ・アカウントあたりのディスク容量の上限に達しているため ' プレミアム・ストレージ・ペ
ージ・ブロブには 1 つ以上のストレージ・アカウントが必要です

"Azure のドキュメント：「 Azure Storage スケーラビリティー and performance targets for storage

accounts"。

• Azure BLOB ストレージへのデータ階層化には 1 つのストレージアカウントが必要です。

• Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降では、 Cloud Manager で HA ペア用に作成するストレージアカウント
を汎用 v2 のストレージアカウントに使用できます。

• 作業環境の作成時に、 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA ペアから Azure ストレージアカウントへの
HTTPS 接続を有効にすることができます。このオプションを有効にすると、書き込みパフォーマンス
に影響する可能性があります。作業環境の作成後に設定を変更することはできません。

RPO と RTO

HA 構成では、次のようにデータの高可用性が維持されます。

• RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が
保たれ、データ損失は発生しません。

• RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できる
ようにする必要があります。

ストレージのテイクオーバーとギブバック

物理 ONTAP クラスタと同様に、 Azure HA ペアのストレージはノード間で共有されます。パートナーのスト
レージに接続することで、 _TAKEOVER_中 に各ノードがもう一方のストレージにアクセスできるようになり
ます。ネットワークパスのフェイルオーバーメカニズムにより、クライアントとホストは稼働しているノード
と引き続き通信できます。ノードがオンラインに戻ったときに、 partner_ギ ブバック _storage を提供しま
す。

NAS 構成の場合は、障害の発生時にデータ IP アドレスが HA ノード間で自動的に移行されます。

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、
アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp

Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに
対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

ストレージ構成

HA ペアは、アクティブ / アクティブ構成として使用できます。アクティブ / アクティブ構成では、両方のノ
ードがクライアントにデータを提供します。アクティブ / パッシブ構成では、パッシブノードは、アクティブ
ノードのストレージをテイクオーバーした場合にのみデータ要求に応答します。
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HA の制限事項

Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアに影響を及ぼす制限事項を次に示します。

• HA ペアは、 Cloud Volumes ONTAP の Standard 、 Premium 、および BYOL でサポートされていま
す。Explore はサポートされていません。

• NFSv4 はサポートされていません。NFSv3 がサポートされています。

• 一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

"サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"。

"Azure に HA システムを導入する方法をご確認ください"。

評価中

Cloud Volumes ONTAP は、ソフトウェアの代金を支払う前に評価できます。最も一般的
な方法は、 PAYGO バージョンの最初の Cloud Volumes ONTAP システムを起動して 30

日間の無償トライアルを入手することです。BYOL の評価ライセンスもオプションで
す。

コンセプトの実証のサポートが必要な場合は、にお問い合わせください "営業チーム" または、から利用でき
るチャットオプションを使用して、連絡してください "NetApp Cloud Central" さらに、 Cloud Manager から
も実行できます。

PAYGO の 30 日間無償トライアル

Cloud Volumes ONTAP の料金をお支払いの場合は、 30 日間の無償トライアルをご利用いただけます。Cloud

Volumes ONTAP の 30 日間の無償トライアルを Cloud Manager から開始するには、支払い担当者のアカウン
トで最初の Cloud Volumes ONTAP システムを作成します。

たとえば、時間単位のソフトウェアライセンス料は発生しませんが、クラウドプロバイダからインフラ料金が
請求されます。

無料トライアルは、有効期限が切れると、自動的に 1 時間単位の有料サブスクリプションに変換されます。
期限内にインスタンスを終了した場合、次に展開するインスタンスは無料トライアルの一部ではありません（
30 日以内に展開された場合でも）。

従量課金制の試用版はクラウドプロバイダから提供され、いかなる手段によっても拡張することはできませ
ん。

BYOL の評価ライセンス

BYOL の評価ライセンスは、ネットアップから期間ライセンスを購入することで Cloud Volumes ONTAP の支
払いを検討しているお客様向けのオプションです。評価用ライセンスは、アカウントチーム、セールスエンジ
ニア、またはパートナーから入手できます。

評価キーは 30 日間有効で、作成日に関係なく、 30 日間ごとに複数回使用できます。

30 日が経過すると毎日シャットダウンが発生するため、先に計画することをお勧めします。インプレースア
ップグレードの評価ライセンスの上に新しい BYOL ライセンスを適用できます（シングルノードシステムの
再起動が必要です）。ホストされているデータは、トライアル期間の終了時に削除されません。

90

https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/cloud-volumes-global-regions
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com/contact-cds
https://cloud.netapp.com


評価用ライセンスを使用している場合は、 Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアをアップグレ
ードできません。

ライセンス

各 Cloud Volumes ONTAP BYOL システムには、アクティブなサブスクリプションを使
用したシステムライセンスがインストールされている必要があります。Cloud Manager

では、ライセンスを管理し、有効期限が切れる前に通知することで、プロセスを簡素化
します。BYOL ライセンスは、 Backup to Cloud でも利用できます。

BYOL システムのライセンス

Cloud Volumes ONTAP BYOL システムでは、複数のライセンスを購入して、 368 TB を超える容量を割り当
てることができます。たとえば、 2 つのライセンスを購入して、 Cloud Volumes ONTAP に最大 736TB の容
量を割り当てることができます。また、 4 つのライセンスを購入して、最大 1.4 PB までライセンスを取得す
ることもできます。

シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。

ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してくださ
い。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージ
に階層化します"。ディスクの制限については、を参照してください "ストレージの制限については、『 Cloud

Volumes ONTAP リリースノート』を参照してください"。

新しいシステムのライセンス管理

BYOL システムを作成する際、 Cloud Manager はライセンスのシリアル番号と NetApp Support Site のアカウ
ントを入力するよう求めます。Cloud Manager は、アカウントを使用してネットアップからライセンスファ
イルをダウンロードし、 Cloud Volumes ONTAP システムにインストールします。

"ネットアップサポートサイトのアカウントをクラウドに追加する方法をご確認ください マネージャー"。

Cloud Manager がセキュアなインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合は、ユ
ーザがファイルを取得して、 Cloud Manager に手動でアップロードできます。手順については、を参照して
ください "Cloud Volumes ONTAP の BYOL ライセンスの管理"。

ライセンスの有効期限に関する警告

ライセンスの有効期限が切れる 30 日前と、ライセンスの有効期限が切れる 30 日前に、 Cloud Manager から
警告が表示されます。次の図は、 30 日間の有効期限の警告を示しています。

メッセージを確認する作業環境を選択できます。
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期限までにライセンスを更新しない場合は、 Cloud Volumes ONTAP システムがシャットダウンされます。
再起動すると、自動的にシャットダウンされます。

Cloud Volumes ONTAP では、 EMS （ Event Management System ）イベント通知を使用し
て、電子メール、 SNMP トラップホスト、または syslog サーバから通知することもできま
す。手順については、を参照してください "ONTAP 9 EMS 構成エクスプレスガイド"。

ライセンスの更新

ネットアップの担当者に連絡して BYOL サブスクリプションを更新すると、 Cloud Manager は自動的にネッ
トアップから新しいライセンスを取得し、 Cloud Volumes ONTAP システムにインストールします。

Cloud Manager がセキュアなインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合は、ユ
ーザがファイルを取得して、 Cloud Manager に手動でアップロードできます。手順については、を参照して
ください "Cloud Volumes ONTAP の BYOL ライセンスの管理"。

BYOL バックアップライセンス

BYOL バックアップライセンスを使用すると、一定期間、および最大容量のバックアップスペースのために、
ネットアップからライセンスを購入して Backup to Cloud を使用できます。いずれかの制限に達すると、ライ
センスを更新する必要があります。

"Backup to Cloud BYOL ライセンスの詳細については、こちらをご覧ください"。

セキュリティ

Cloud Volumes ONTAP は、データ暗号化をサポートし、ウィルスやランサムウェアから
の保護を提供します。

保存データの暗号化

Cloud Volumes ONTAP は、次の暗号化テクノロジをサポートしています。

• ネットアップの暗号化ソリューション（ NVE および NAE ）

• AWS Key Management Service の略

• Azure Storage Service Encryption の略

• Google Cloud Platform のデフォルトの暗号化

ネットアップの暗号化ソリューションは、 AWS 、 Azure 、 GCP のネイティブ暗号化と組み合わせて使用で
きます。この暗号化ソリューションでは、ハイパーバイザーレベルでデータが暗号化されます。これにより、
機密性の高いデータには二重の暗号化が必要になる場合があります。暗号化されたデータにアクセスすると、
暗号化されていないデータがハイパーバイザーレベルで 2 回（クラウドプロバイダのキーを使用）暗号化さ
れてから、ネットアップの暗号化ソリューションを再度使用して（外部キー管理ツールのキーを使用）暗号化
されます。

ネットアップの暗号化ソリューション（ NVE および NAE ）

Cloud Volumes ONTAP は、外部キー管理ツールを使用して、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）と
NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）の両方をサポートします。NVE と NAE は、（ FIPS ） 140-2 に準拠
したボリュームの保管データ暗号化を可能にするソフトウェアベースのソリューションです。
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• NVE は、一度に 1 ボリュームずつ保管データを暗号化する。各データボリュームには、一意の暗号化キ
ーがあります。

• NAE は NVE の拡張機能です。 NVE は各ボリュームのデータを暗号化し、ボリュームはアグリゲート全
体でキーを共有します。NAE では、アグリゲート内のすべてのボリュームの共通ブロックも重複排除でき
ます。

NVE と NAE はいずれも AES 256 ビット暗号化を使用します。

"NetApp Volume Encryption と NetApp Aggregate Encryption の詳細については、こちらをご覧ください"。

Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降では、外部キー管理ツールの設定後に、新しいアグリゲートで NetApp

Aggregate Encryption （ NAE ）がデフォルトで有効になります。NAE アグリゲートに含まれない新しいボリ
ュームでは、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）がデフォルトで有効になります（たとえば、外部キー管
理ツールを設定する前に作成された既存のアグリゲートがある場合）。

サポートされているキー管理ツールをセットアップするだけで済みます。セットアップ手順については、を参
照してください "ネットアップの暗号化ソリューションによるボリュームの暗号化"。

AWS Key Management Service の略

AWS で Cloud Volumes ONTAP システムを起動する場合、を使用してデータ暗号化を有効にできます "AWS

Key Management Service （ KMS ；キー管理サービス）"。Cloud Manager は、 Customer Master Key （
CMK ）を使用してデータキーを要求します。

Cloud Volumes ONTAP システムの作成後に AWS のデータ暗号化方式を変更することはできま
せん。

この暗号化オプションを使用する場合は、 AWS KMS が適切に設定されていることを確認する必要がありま
す。詳細については、を参照してください "AWS KMS のセットアップ"。

Azure Storage Service Encryption の略

"Azure Storage Service Encryption の略" Azure の Cloud Volumes ONTAP データでは、保存データに対してデ
フォルトで有効になります。セットアップは必要ありません。

別のアカウントの外部キーを使用して、シングルノード Cloud Volumes ONTAP システムの Azure 管理ディス
クを暗号化できます。この機能は、 Cloud Manager API を使用してサポートされます。

シングルノードシステムの作成時に API 要求に次の情報を追加するだけです。

"azureEncryptionParameters": {

      "key": <azure id of encryptionset>

  }

Cloud Volumes ONTAP HA ペアでは、お客様が管理するキーはサポートされません。

Google Cloud Platform のデフォルトの暗号化

"Google Cloud Platform の保存データ暗号化機能" Cloud Volumes ONTAP ではデフォルトで有効になっていま
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す。セットアップは必要ありません。

Google Cloud Storage では常にデータが暗号化されてからディスクに書き込まれますが、 Cloud Manager

API を使用して、 _cuser-managed 暗号化キー _ を使用する Cloud Volumes ONTAP システムを作成できま
す。これらは、 Cloud Key Management Service を使用して GCP で生成および管理するキーです。 "詳細は
こちら。"。

ONTAP のウィルススキャン

ONTAP システムの統合アンチウイルス機能を使用すると、データがウイルスやその他の悪意のあるコードに
よって危険にさらされるのを防ぐことができます。

ONTAP ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと
ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御でき
ます。

Vscan でサポートされるベンダー、ソフトウェア、およびバージョンについては、を参照してください
"NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

ONTAP システムでウィルス対策機能を設定および管理する方法については、を参照してください "ONTAP 9

ウィルス対策構成ガイド"。

ランサムウェアからの保護

ランサムウェア攻撃は、ビジネス時間、リソース、評判を低下させる可能性があります。Cloud Manager で
は、ランサムウェアに対応したネットアップソリューションを実装できます。これにより、可視化、検出、修
復のための効果的なツールが提供されます。

• Cloud Manager は、 Snapshot ポリシーで保護されていないボリュームを特定し、それらのボリュームの
デフォルトの Snapshot ポリシーをアクティブ化できます。

Snapshot コピーは読み取り専用であり、ランサムウェアによる破損を防止します。単一のファイルコピ
ーまたは完全なディザスタリカバリソリューションのイメージを作成する際の単位を提供することもでき
ます。

• Cloud Manager では、 ONTAP の FPolicy ソリューションを有効にすることで、一般的なランサムウェア
のファイル拡張子をブロックすることもできます。
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"ネットアップのランサムウェア向けソリューションの実装方法をご確認ください"。

パフォーマンス

パフォーマンスの結果を確認して、 Cloud Volumes ONTAP に適したワークロードを決
定できます。

• Cloud Volumes ONTAP for AWS

"NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services

における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"。

• Cloud Volumes ONTAP for Microsoft Azure

"NetApp テクニカルレポート 4671 ：アプリケーションワークロードを使用した Azure における Cloud

Volumes ONTAP のパフォーマンス特性評価"。

• Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud の略

"ネットアップテクニカルレポート 4816 ：『 Performance Characterization of Cloud Volumes ONTAP for

Google Cloud 』"。

Cloud Volumes ONTAP のデフォルト設定

Cloud Volumes ONTAP がデフォルトでどのように設定されているかを理解すると、シス
テムのセットアップと管理に役立ちます。特に、 ONTAP に精通している場合は、
Cloud Volumes ONTAP のデフォルト設定は ONTAP とは異なるためです。

デフォルト値です

• Cloud Volumes ONTAP は、 AWS 、 Azure 、 GCP ではシングルノードシステムとして、 AWS と Azure

では HA ペアとして利用できます。

• Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP の導入時にデータを提供する Storage VM を 1 つ作成しま
す。追加の Storage VM をサポートする構成もあります。 "Storage VM の管理に関する詳細情報"。

• Cloud Manager は、次の ONTAP 機能ライセンスを Cloud Volumes ONTAP に自動的にインストールしま
す。

◦ CIFS

◦ FlexCache

◦ FlexClone

◦ iSCSI

◦ NetApp Volume Encryption （ライセンス使用システムまたは登録従量課金制システムの場合のみ）

◦ NFS

◦ SnapMirror

◦ SnapRestore

◦ SnapVault
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• デフォルトでは、いくつかのネットワークインターフェイスが作成されます。

◦ クラスタ管理 LIF

◦ クラスタ間 LIF

◦ Azure の HA システム、 AWS のシングルノードシステム、および複数の AWS アベイラビリティゾー
ンの HA システム上の SVM 管理 LIF の 1 つ

◦ ノード管理 LIF

◦ iSCSI データ LIF

◦ CIFS および NFS データ LIF

EC2 の要件により、 Cloud Volumes ONTAP の LIF フェイルオーバーはデフォルトで無
効になっています。LIF を別のポートに移行すると、インスタンス上の IP アドレスと
ネットワークインターフェイス間の外部マッピングが解除され、 LIF にアクセスできな
くなります。

• Cloud Volumes ONTAP は、 HTTPS を使用してコネクタに構成バックアップを送信します。

バックアップにはからアクセスできます https://ipaddress/occm/offboxconfig/ ここで、 ipaddress はコネク
タホストの IP アドレスです。

• Cloud Manager は、他の管理ツール（ System Manager や CLI など）とは異なるボリューム属性をいくつ
か設定します。

次の表に、 Cloud Manager がデフォルトとは異なる設定にしたボリューム属性を示します。

属性 Cloud Manager によって設定される値

オートサイズ
モード

成長

最大オートサ
イズ

1,000 パーセント

アカウント管理者は、 [ 設定 ] ページからこの値を変更できます。

セキュリティ
形式

CIFS ボリューム UNIX の場合は NTFS 、 NFS ボリュームの場合は NTFS

スペースギャ
ランティスタ
イル

なし

UNIX 権限（
NFS のみ）

777

これらの属性の詳細については、 _volume create のマニュアルページを参照してください。

Cloud Volumes ONTAP のブートデータとルートデータ

Cloud Manager は、ユーザデータ用のストレージに加えて、各 Cloud Volumes ONTAP システムのブートデー
タとルートデータ用のクラウドストレージも購入します。
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AWS

• ノードあたり 2 本のディスクでブートデータとルートデータに対応：

◦ 9.7 ：起動データ用に 160GB io1 ディスク、ルートデータ用に 220GB の gp2 ディスク

◦ 9.6 ： 93 GB io1 ディスク（ブートデータ用）と 140 GB gp2 ディスク（ルートデータ用）

◦ 9.5 ：ブートデータ用に 45GB io1 ディスク、ルートデータ用に 140GB gp2 ディスク

• ブートディスクとルートディスクごとに 1 つの EBS スナップショット

• HA ペアの場合は、メディエーターインスタンス用の EBS ボリュームが 1 つで、約 8GB です

Azure （シングルノード）

• Premium SSD ディスク × 3 ：

◦ ブートデータ用に 10 GB のディスクを 1 台

◦ ルートデータ用に 140GB のディスクが 1 つ

◦ NVRAM 用に 128GB のディスクを 1 本

Cloud Volumes ONTAP 用に選択した仮想マシンが Ultra SSD をサポートしている場合、システムは
Premium SSD ではなく、 NVRAM に Ultra SSD を使用します。

• コアを節約するために 1024 GB の標準 HDD ディスクを 1 台

• 各ブートディスクとルートディスクに 1 つの Azure Snapshot

Azure （ HA ペア）

• ブートボリューム用の 10GB Premium SSD ディスク × 2 （ノードごとに 1 つ）

• ルート用の 140 GB Premium Storage ページブロブ 2 つ ボリューム（ノードごとに 1 つ）

• コアを節約するために 1024 GB の標準 HDD ディスク 2 台 （ノードごとに 1 つ）

• NVRAM 用に 128GB の Premium SSD ディスクを 2 本 （ノードごとに 1 つ）

• 各ブートディスクとルートディスクに 1 つの Azure Snapshot

GCP

• 起動データ用に 10 GB 標準永続ディスクを 1 台

• ルートデータ用に 64 GB の標準パーシステントディスクを 1 台

• NVRAM 用に 500GB の標準永続的ディスクを 1 本

• コアを節約するための 216 GB 標準永続ディスク 1 台

• 各 GCP スナップショット（起動ディスクとルート用） ディスク

ディスクが存在する場所

Cloud Manager は次のようにストレージを配置します。

• ブートデータは、インスタンスまたは仮想マシンに接続されたディスクにあります。
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このディスクにはブートイメージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では使用できません。

• システム構成とログを含むルートデータは、 aggr0 にあります。

• Storage Virtual Machine （ SVM ）ルートボリュームは aggr1 にあります。

• データボリュームも aggr1 にあります。

暗号化

ブートディスクとルートディスクは、これらのクラウドプロバイダではデフォルトで暗号化が有効になるた
め、 Azure と Google Cloud Platform では常に暗号化されます。

キー管理サービス（ KMS ）を使用して AWS でデータ暗号化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP のブ
ートディスクとルートディスクも暗号化されます。これには、 HA ペアのメディエーターインスタンスのブー
トディスクが含まれます。ディスクは、作業環境の作成時に選択した CMK を使用して暗号化されます。

AWS を始めましょう

Cloud Volumes ONTAP for AWS での作業の開始

いくつかの手順で、 Cloud Volumes ONTAP for AWS を使い始めましょう。

 コネクタを作成します

を持っていなければ "コネクタ" ただし、アカウント管理者がアカウントを作成する必要があります。 "AWS

でコネクタを作成する方法について説明します"。

最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud Manager からコ
ネクタの導入を求められます。

 構成を計画

Cloud Manager には、ワークロードの要件に応じた事前設定パッケージが用意されています。または、独自
の設定を作成することもできます。独自の設定を選択する場合は、使用可能なオプションを理解しておく必要
があります。 "詳細はこちら。"。

 ネットワークをセットアップします

1. VPC とサブネットがコネクタと Cloud Volumes ONTAP 間の接続をサポートしていることを確認します。

2. ターゲット VPC からのアウトバウンドインターネットアクセスを有効にして、コネクタと Cloud

Volumes ONTAP が複数のエンドポイントに接続できるようにします。

コネクタはアウトバウンドのインターネットアクセスがないと Cloud Volumes ONTAP を管理できないた
め、この手順は重要です。アウトバウンド接続を制限する必要がある場合は、のエンドポイントのリスト
を参照してください "コネクタと Cloud Volumes ONTAP"。

98



3. S3 サービスへの vPC エンドポイントをセットアップします。

Cloud Volumes ONTAP から低コストのオブジェクトストレージにコールドデータを階層化する場合は、
VPC エンドポイントが必要です。

"ネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

 AWS KMS を設定します

Cloud Volumes ONTAP で Amazon 暗号化を使用する場合は、アクティブなカスタマーマスターキー（ CMK

）が存在することを確認する必要があります。また、コネクタに「 a_key user__ 」という権限を付与する
IAM ロールを追加して、各 CMK のキーポリシーを変更する必要があります。 "詳細はこちら。"。

 Cloud Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP を起動します

[ 作業環境の追加 ] をクリックし、展開するシステムのタイプを選択して、ウィザードの手順を実行します。 "

詳細な手順を参照してください"。

関連リンク

• "評価中"

• "Cloud Manager からコネクタを作成します"

• "AWS Marketplace から Connector を起動する"

• "Linux ホストへの Connector ソフトウェアのインストール"

• "Cloud Manager が AWS 権限を使用して実行する処理"

AWS での Cloud Volumes ONTAP 構成の計画

AWS に Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、ワークロードの要件に応じて事前設
定されたシステムを選択するか、または独自の設定を作成できます。独自の設定を選択
する場合は、使用可能なオプションを理解しておく必要があります。

ライセンスタイプの選択

Cloud Volumes ONTAP には、従量課金制とお客様所有のライセンスを使用（ BYOL ）の 2 種類の料金プラン
があります。従量課金制の場合は、 Explore 、 Standard 、 Premium の 3 つのライセンスから選択できま
す。ライセンスごとに容量とコンピューティングのオプションが異なります。

"AWS の Cloud Volumes ONTAP 9.7 でサポートされている構成"

ストレージの制限を理解する

Cloud Volumes ONTAP システムの未フォーマット時の容量制限は、ライセンスに関連付けられています。追
加の制限は、アグリゲートとボリュームのサイズに影響します。設定を計画する際には、これらの制限に注意
する必要があります。
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"AWS の Cloud Volumes ONTAP 9.7 でのストレージの制限"

AWS でのシステムのサイジング

Cloud Volumes ONTAP システムのサイジングを行うことで、パフォーマンスと容量の要件を満たすのに役立
ちます。インスタンスタイプ、ディスクタイプ、およびディスクサイズを選択する際には、次の点に注意する
必要があります。

インスタンスタイプ

• ワークロードの要件を、各 EC2 インスタンスタイプの最大スループットと IOPS に合わせます。

• 複数のユーザが同時にシステムに書き込む場合は、要求を管理するのに十分な CPU を備えたインスタ
ンスタイプを選択します。

• 読み取りが多いアプリケーションがある場合は、十分な RAM が搭載されたシステムを選択します。

◦ "AWS ドキュメント：「 Amazon EC2 Instance Types"

◦ "AWS のドキュメント：「 Amazon EBS – Optimized instances"

EBS ディスクタイプ

汎用 SSD は、 Cloud Volumes ONTAP で最も一般的なディスクタイプです。EBS ディスクのユースケー
スについては、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。

EBS ディスクサイズ

Cloud Volumes ONTAP システムを起動するときに初期ディスクサイズを選択する必要があります。その
後、次の操作を実行できます "システムの容量を Cloud Manager で管理できます"必要に応じて "アグリゲ
ートを自分で作成する"、次の点に注意してください。

• アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

• EBS ディスクのパフォーマンスはディスクサイズに依存します。サイズによって、 SSD ディスクのベ
ースライン IOPS と最大バースト期間、および HDD ディスクのベースラインスループットとバースト
スループットが決まります。

• 最終的には、必要なパフォーマンスを継続的に提供するディスクサイズを選択する必要があります。

• 4 TB のディスクを 6 台使用するなど、大容量のディスクを選択した場合でも、 EC2 インスタンスの
帯域幅が制限に達する可能性があるため、すべての IOPS が得られないことがあります。

EBS ディスク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 "AWS ドキュメント：「 EBS

Volume Types"。

AWS での Cloud Volumes ONTAP システムのサイジングに関する詳細については、次のビデオを参照してく
ださい。

[] | https://img.youtube.com/vi/GELcXmOuYPw/maxresdefault.jpg

Flash Cache をサポートする構成を選択しています

AWS の一部の Cloud Volumes ONTAP 構成にはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud

Volumes ONTAP はパフォーマンスを向上させるために _Flash Cache _ として使用します。 "Flash Cache の
詳細については、こちらをご覧ください"。
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AWS ネットワーク情報ワークシート

AWS で Cloud Volumes ONTAP を起動する場合は、 VPC ネットワークの詳細を指定する必要があります。ワ
ークシートを使用して、管理者から情報を収集できます。

Cloud Volumes ONTAP のネットワーク情報

AWS 情報 あなたの価値

地域

vPC

サブネット

セキュリティグループ（独自の
グループを使用している場合）

複数の AZS 内の HA ペアのネットワーク情報

AWS 情報 あなたの価値

地域

vPC

セキュリティグループ（独自の
グループを使用している場合）

ノード 1 の可用性ゾーン

ノード 1 のサブネット

ノード 2 の可用性ゾーン

ノード 2 のサブネット

メディエータ可用性ゾーン

メディエータサブネット

メディエータのキーペア

クラスタ管理ポートのフローテ
ィング IP アドレス

ノード 1 のデータの浮動 IP ア
ドレス

ノード 2 のデータの浮動 IP ア
ドレス

フローティング IP アドレスの
ルートテーブル

書き込み速度の選択

Cloud Manager では、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムの書き込み速度設定を選択できま
す。書き込み速度を選択する前に、高速書き込みを使用する場合の標準設定と高設定の違い、およびリスクと
推奨事項を理解しておく必要があります。
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通常の書き込み速度と高速書き込み速度の差

通常の書き込み速度を選択すると、データはディスクに直接書き込まれるため、計画外のシステム停止が発生
した場合にデータが失われる可能性が低くなります。

高速書き込みを選択すると、データはディスクに書き込まれる前にメモリにバッファされるため、書き込みパ
フォーマンスが向上します。このキャッシュにより、計画外のシステム停止が発生した場合にデータが失われ
る可能性があります。

計画外のシステム停止が発生した場合に失われる可能性があるデータの量は、最後の 2 つの整合ポイントの
範囲です。整合ポイントとは、バッファされたデータをディスクに書き込むことです。整合ポイントは、書き
込みログがいっぱいになったとき、または 10 秒後（どちらか早い方）に発生します。ただし、 AWS EBS ボ
リュームのパフォーマンスは、整合ポイントの処理時間に影響を与える可能性があります。

高速書き込みを使用する場合

高速書き込みは、ワークロードに高速書き込みパフォーマンスが必要な場合に最適です。また、予期しないシ
ステム停止が発生した場合にも、データ損失のリスクに耐えることができます。

高速書き込みを使用する場合の推奨事項

高速書き込みを有効にする場合は、アプリケーション層で書き込み保護を確保する必要があります。

ボリューム使用プロファイルの選択

ONTAP には、必要なストレージの合計容量を削減できるストレージ効率化機能がいくつか搭載されていま
す。Cloud Manager でボリュームを作成する場合は、これらの機能を有効にするプロファイルを選択する
か、無効にするプロファイルを選択できます。これらの機能の詳細については、使用するプロファイルを決定
する際に役立ちます。

NetApp Storage Efficiency 機能には、次のようなメリットがあります。

シンプロビジョニング

物理ストレージプールよりも多くの論理ストレージをホストまたはユーザに提供します。ストレージスペ
ースは、事前にストレージスペースを割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームに動的に
割り当てられます。

重複排除

同一のデータブロックを検索し、単一の共有ブロックへの参照に置き換えることで、効率を向上します。
この手法では、同じボリュームに存在するデータの冗長ブロックを排除することで、ストレージ容量の要
件を軽減します。

圧縮

プライマリ、セカンダリ、アーカイブストレージ上のボリューム内のデータを圧縮することで、データの
格納に必要な物理容量を削減します。

ネットワークをセットアップします

Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件

Cloud Volumes ONTAP システムが適切に動作するように AWS ネットワークをセットア
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ップします。

Cloud Volumes ONTAP の一般的な要件

AWS では、次の要件を満たす必要があります。

Cloud Volumes ONTAP ノードのアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Volumes ONTAP ノードでは、ネットアップ AutoSupport にメッセージを送信するために、アウト
バウンドインターネットアクセスが必要です。ネットアップ AutoSupport は、ストレージの健全性をプロ
アクティブに監視します。

Cloud Volumes ONTAP から AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファ
イアウォールポリシーで次のエンドポイントへの AWS HTTP/HTTPS トラフィックを許可する必要があり
ます。

• \ https://support.netapp.com/aods/asupmessage

• \ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

NAT インスタンスがある場合は、プライベートサブネットからインターネットへの HTTPS トラフィ
ックを許可する着信セキュリティグループルールを定義する必要があります。

"AutoSupport の設定方法について説明します"。

HA メディエータのアウトバウンドインターネットアクセス

HA メディエータインスタンスは、 AWS EC2 サービスへのアウトバウンド接続を持っている必要があり
ます。これにより、ストレージのフェイルオーバーを支援できます。接続を提供するには、パブリック IP

アドレスを追加するか、プロキシサーバを指定するか、または手動オプションを使用します。

手動オプションには、 NAT ゲートウェイまたはターゲットサブネットから AWS EC2 サービスへのインタ
ーフェイス VPC エンドポイントを指定できます。VPC エンドポイントの詳細については、を参照してく
ださい "AWS ドキュメント：「 Interface VPC Endpoints 」（ AWS PrivateLink ）"。

IP アドレスの数

Cloud Manager から Cloud Volumes ONTAP に次の数の IP アドレスが AWS で割り当てられます。

• シングルノード： IP アドレス × 6

• 単一の AZ にまたがる HA ペア： 15 個のアドレス

• 複数の AZ にまたがる HA ペア： 15 または 16 個の IP アドレス

Cloud Manager は、単一のノードシステム上に SVM 管理 LIF を作成しますが、単一の AZ 内の HA ペ
ア上には作成しません。複数の AZ にまたがる HA ペア上に SVM 管理 LIF を作成するかどうかを選択
できます。

LIF は、物理ポートに関連付けられた IP アドレスです。SnapCenter などの管理ツール
には、 SVM 管理 LIF が必要です。

セキュリティグループ

Cloud Manager ではセキュリティグループを作成する必要がないため、セキュリティグループを作成する
必要はありません。自分で使用する必要がある場合は、を参照してください "セキュリティグループのルー
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ル"。

Cloud Volumes ONTAP から AWS S3 への接続によるデータ階層化

EBS をパフォーマンス階層として使用し、 AWS S3 を容量階層として使用する場合は、 Cloud Volumes

ONTAP が S3 に接続されていることを確認する必要があります。この接続を提供する最善の方法は、 S3

サービスへの vPC エンドポイントを作成することです。手順については、を参照してください "AWS のド
キュメント：「 Creating a Gateway Endpoint"。

vPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに対応するリージョン、
vPC 、およびルートテーブルを必ず選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする
発信 HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、
Cloud Volumes ONTAP は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エ
ンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"

他のネットワーク内の ONTAP システムへの接続

AWS の Cloud Volumes ONTAP システムと他のネットワークの ONTAP システムの間でデータをレプリケ
ートするには、 AWS VPC と他のネットワーク（ Azure VNet や企業ネットワークなど）の間に VPN 接続
が必要です。手順については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Setting Up an AWS VPN

Connection"。

CIFS 用の DNS と Active Directory

CIFS ストレージをプロビジョニングする場合は、 AWS で DNS と Active Directory をセットアップする
か、オンプレミスセットアップを AWS に拡張する必要があります。

DNS サーバは、 Active Directory 環境に名前解決サービスを提供する必要があります。デフォルトの EC2

DNS サーバを使用するように DHCP オプションセットを設定できます。このサーバは、 Active Directory

環境で使用される DNS サーバであってはなりません。

手順については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Active Directory Domain Services on the

AWS Cloud ： Quick Start Reference Deployment"。

複数の AZ にまたがる HA ペアに関する要件

複数の可用性ゾーン（ AZS ）を使用する Cloud Volumes ONTAP HA 構成には、 AWS ネットワークの追加要
件が適用されます。HA ペアを起動する前に、これらの要件を確認する必要があります。これは、 Cloud

Manager でネットワークの詳細を入力する必要があるためです。

HA ペアの仕組みについては、を参照してください "ハイアベイラビリティペア"。

可用性ゾーン

この HA 導入モデルでは、複数の AZS を使用してデータの高可用性を確保します。各 Cloud Volumes

ONTAP インスタンスと、 HA ペア間の通信チャネルを提供するメディエータインスタンスには、専用の
AZ を使用する必要があります。

NAS データおよびクラスタ / SVM 管理用のフローティング IP アドレス

複数の AZ に展開された HA configurations では、障害が発生した場合にノード間で移行するフローティン
グ IP アドレスを使用します。VPC の外部からネイティブにアクセスすることはできません。ただし、そ
の場合は除きます "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。

フローティング IP アドレスの 1 つはクラスタ管理用、 1 つはノード 1 の NFS/CIFS データ用、もう 1 つ
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はノード 2 の NFS/CIFS データ用です。SVM 管理用の 4 つ目のフローティング IP アドレスはオプショ
ンです。

SnapCenter for Windows または SnapDrive を HA ペアで使用する場合は、 SVM 管理 LIF

用にフローティング IP アドレスが必要です。システムの導入時に IP アドレスを指定しなか
った場合は、あとで LIF を作成できます。詳細については、を参照してください "Cloud

Volumes ONTAP のセットアップ"。

Cloud Volumes ONTAP HA 作業環境を作成するときに、 Cloud Manager でフローティング IP アドレスを
入力する必要があります。Cloud Manager は、システムの起動時に IP アドレスを HA ペアに割り当てま
す。

フローティング IP アドレスは、 HA 構成を導入する AWS リージョン内のどの VPC の CIDR ブロックに
も属していない必要があります。フローティング IP アドレスは、リージョン内の VPC の外部にある論理
サブネットと考えてください。

次の例は、 AWS リージョンのフローティング IP アドレスと VPC の関係を示しています。フローティン
グ IP アドレスはどの VPC の CIDR ブロックにも属しておらず、ルーティングテーブルを介してサブネッ
トにルーティングできます。
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Cloud Manager は、 iSCSI アクセス用と、 VPC 外のクライアントからの NAS アクセス用
に、自動的に静的 IP アドレスを作成します。これらの種類の IP アドレスの要件を満たす必
要はありません。

外部からのフローティング IP アクセスを可能にする中継ゲートウェイ VPC

"AWS 転送ゲートウェイを設定します" HA ペアが配置されている VPC の外部から HA ペアのフローティ
ング IP アドレスにアクセスできるようにします。

ルートテーブル

Cloud Manager でフローティング IP アドレスを指定したあと、それらのフローティング IP アドレスへの
ルートを含むルーティングテーブルを選択する必要があります。これにより、 HA ペアへのクライアント
アクセスが可能になります。

vPC （メインルートテーブル）内のサブネットのルートテーブルが 1 つだけの場合、 Cloud Manager はそ
のルートテーブルにフローティング IP アドレスを自動的に追加します。ルーティングテーブルが複数ある
場合は、 HA ペアの起動時に正しいルーティングテーブルを選択することが非常に重要です。そうしない
と、一部のクライアントが Cloud Volumes ONTAP にアクセスできない場合があります。

たとえば、異なるルートテーブルに関連付けられた 2 つのサブネットがあるとします。ルーティングテー
ブル A を選択し、ルーティングテーブル B は選択しなかった場合、ルーティングテーブル A に関連付けら
れたサブネット内のクライアントは HA ペアにアクセスできますが、ルーティングテーブル B に関連付け
られたサブネット内のクライアントはアクセスできません。

ルーティングテーブルの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

ネットアップの管理ツールとの連携

複数の AZ に展開された HA 構成でネットアップ管理ツールを使用するには、次の 2 つの接続オプション
があります。

1. ネットアップの管理ツールは、別の VPC とに導入できます "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。
ゲートウェイを使用すると、 VPC の外部からクラスタ管理インターフェイスのフローティング IP ア
ドレスにアクセスできます。

2. NAS クライアントと同様のルーティング設定を使用して、同じ VPC にネットアップ管理ツールを導入
できます。

HA 構成の例

次の図は、アクティブ / パッシブ構成として動作する AWS の最適な HA 構成を示しています。
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コネクタの要件

コネクタがパブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できるように、ネットワークを設定しま
す。最も重要なステップは、さまざまなエンドポイントへのアウトバウンドインターネットアクセスを確保す
ることです。

ネットワークでインターネットへのすべての通信にプロキシサーバを使用している場合は、 [

設定 ] ページでプロキシサーバを指定できます。を参照してください "プロキシサーバを使用す
るようにコネクタを設定します"。
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ターゲットネットワークへの接続

コネクタには、 Cloud Volumes ONTAP を導入する VPC および VNet へのネットワーク接続が必要です。

たとえば、企業ネットワークにコネクタを設置する場合は、 Cloud Volumes ONTAP を起動する VPC または
VNet への VPN 接続を設定する必要があります。

アウトバウンドインターネットアクセス

Connector では、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するためにアウトバウンドインター
ネットアクセスが必要です。コネクタは、 AWS でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続しま
す。

エンドポイント 目的

AWS サービス（ amazonaws.com ）：

• クラウド形成

• 柔軟なコンピューティングクラウド（
EC2 ）

• キー管理サービス（ KMS ）

• セキュリティトークンサービス（ STS ）

• シンプルなストレージサービス（ S3 ）

正確なエンドポイントは、 Cloud Volumes

ONTAP を導入する地域によって異なりま
す。 "詳細については、 AWS のマニュアルを
参照してください。"

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP を AWS に導入し
て管理できるようにします。

\ https://api.services.cloud.netapp.com:443 NetApp Cloud Central への API 要求。

\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com
ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレート
にアクセスできます。

\ https://repo.cloud.support.netapp.com Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。

\ http://repo.mysql.com/ MySQL のダウンロードに使用します。

¥ https://cognito-idp.us-east-

1.amazonaws.com ¥ https://cognito-

identity.us-east-1.amazonaws.com ¥

https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-

accelerated.s3.amazonaws.com

Cloud Manager は、マニフェスト、テンプレート、 Cloud

Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダ
ウンロードできます。

\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントの
ソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager との
サービス統合のためのソリューションを提供します。

\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングで
きるようにします。

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスと
の通信。
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エンドポイント 目的

https://netapp-cloud-account.auth0.com NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的
に行うことができます。

\ https://w86yt021u5.execute-api.us-east-

1.amazonaws.com/production/whitelist
S3 へのバックアップを許可するユーザのリストに AWS アカ
ウント ID を追加します。

¥ https://support.netapp.com/aods/

asupmessage ¥ https://support.netapp.com/

asupprod/post/1.0/postAsup

ネットアップ AutoSupport との通信：

¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥

https://support.netapp.com/ServiceGW/

entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアッ
プとの通信

\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud

Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。

¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥

https://github.com/NetApp/trident/releases/

download/

Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接
続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp

Trident をインストールできます。

次のようなさまざまなサードパーティの場所
があります。

• https://repo1.maven.org/maven2 です

• https://oss.sonType.org/content/repository

を参照してください

• https://repo.typafe.org にアクセスします

サードパーティの所在地は変更される可能性
があります。

アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依
存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

SaaS ユーザインターフェイスからほとんどのタスクを実行する必要がありますが、ローカルユーザインター
フェイスは引き続きコネクタで使用できます。Web ブラウザを実行するマシンは、次のエンドポイントに接
続する必要があります。
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エンドポイント 目的

コネクタホスト Cloud Manager コンソールをロードするには、 Web ブラウ
ザでホストの IP アドレスを入力する必要があります。

クラウドプロバイダへの接続に応じて、ホストに割り当てら
れたプライベート IP またはパブリック IP を使用できます。

• プライベート IP は、 VPN とがある場合に機能します 仮
想ネットワークへの直接アクセス

• パブリック IP は、あらゆるネットワークシナリオで機能
します

いずれの場合も、セキュリティグループのルールで許可され
た IP またはサブネットからのアクセスのみを許可すること
で、ネットワークアクセスを保護する必要があります。

¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥

https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥

https://services.cloud.netapp.com

Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、 NetApp

Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。

\ https://widget.intercom.io 製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキス
パートと会話できます。

での HA ペアの AWS 転送ゲートウェイのセットアップ 複数の AZ

へのアクセスを有効にするために、 AWS 転送ゲートウェイを設定します HA ペアの 1

つ "フローティング IP アドレス" HA ペアが存在する VPC の外部から

Cloud Volumes ONTAP HA 構成が複数の AWS アベイラビリティゾーンに分散されている場合は、 VPC 内か
らの NAS データアクセス用にフローティング IP アドレスが必要です。これらのフローティング IP アドレス
は、障害の発生時にノード間で移行できますが、 VPC の外部からネイティブにアクセスすることはできませ
ん。VPC の外部からのデータアクセスはプライベート IP アドレスで提供されますが、自動フェイルオーバー
は提供されません。

クラスタ管理インターフェイスとオプションの SVM 管理 LIF にもフローティング IP アドレスが必要です。

AWS 転送ゲートウェイを設定すると、 HA ペアが配置された VPC の外部からフローティング IP アドレスに
アクセスできるようになります。つまり、 VPC の外部にある NAS クライアントとネットアップの管理ツー
ルからフローティング IP にアクセスできます。

以下に、トランジットゲートウェイによって接続された 2 つの VPC の例を示します。HA システムは 1 つの
VPC に存在し、クライアントはもう一方の VPC に存在します。その後、フローティング IP アドレスを使用
して NAS ボリュームをクライアントにマウントできます。

110

https://auth0.com
https://cdn.auth0.com
https://netapp-cloud-account.auth0.com
https://services.cloud.netapp.com
https://widget.intercom.io


以下に、同様の構成を設定する手順を示します。

手順

1. "トランジットゲートウェイを作成し、 VPC をに接続します ゲートウェイ"。

2. HA ペアのフローティング IP アドレスを指定して、転送ゲートウェイのルートテーブルにルートを作成し
ます。

フローティング IP アドレスは、 Cloud Manager の Working Environment Information ページで確認できま
す。次に例を示します。
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次の図は、中継ゲートウェイのルートテーブルを示しています。このルートには、 2 つの VPC の CIDR

ブロックへのルートと、 Cloud Volumes ONTAP で使用される 4 つのフローティング IP アドレスが含ま
れます。

3. フローティング IP アドレスにアクセスする必要がある VPC のルーティングテーブルを変更します。

a. フローティング IP アドレスにルートエントリを追加します。

b. HA ペアが存在する VPC の CIDR ブロックにルートエントリを追加します。

次の図は、 VPC 1 へのルートとフローティング IP アドレスを含む VPC 2 のルートテーブルを示して
います。
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4. フローティング IP アドレスへのアクセスが必要な VPC へのルートを追加して、 HA ペアの VPC のルー
ティングテーブルを変更します。

VPC 間のルーティングが完了するため、この手順は重要です。

次の例は、 VPC 1 のルートテーブルを示しています。フローティング IP アドレスへのルートと、クライ
アントが配置されている VPC 2 へのルートが含まれます。フローティング IP は、 HA ペアの導入時に
Cloud Manager によってルートテーブルに自動的に追加されます。

5. フローティング IP アドレスを使用して、ボリュームをクライアントにマウントします。

Cloud Manager で正しい IP アドレスを確認するには、ボリュームを選択して * Mount command * をクリ
ックします。
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◦ 関連リンク *

◦ "AWS におけるハイアベイラビリティペア"

◦ "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"

AWS のセキュリティグループルール

Cloud Manager で作成される AWS セキュリティグループには、コネクタと Cloud

Volumes ONTAP が正常に動作するために必要なインバウンドとアウトバウンドのルー
ルが含まれています。テスト目的でポートを参照したり、独自のセキュリティグループ
を使用したりする場合に使用します。

Cloud Volumes ONTAP のルール

Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループには、インバウンドルールとアウトバウンドルールの両方が
必要です。

インバウンドルール

定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。

プロトコ
ル

ポート 目的

すべての
ICMP

すべて インスタンスの ping を実行します

HTTP 80 クラスタ管理 LIF の IP アドレスを使用した System Manager Web コンソールへの
HTTP アクセス

HTTPS 443 クラスタ管理 LIF の IP アドレスを使用した System Manager Web コンソールへの
HTTPS アクセス

SSH 22 クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF の IP アドレスへの SSH アクセス

TCP 111 NFS のリモートプロシージャコール
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プロトコ
ル

ポート 目的

TCP 139 CIFS の NetBIOS サービスセッション

TCP 161-162 簡易ネットワーク管理プロトコル

TCP 445 NetBIOS フレーム同期を使用した Microsoft SMB over TCP

TCP 635 NFS マウント

TCP 749 Kerberos

TCP 2049 NFS サーバデーモン

TCP 3260 iSCSI データ LIF を介した iSCSI アクセス

TCP 4045 NFS ロックデーモン

TCP 4046 NFS のネットワークステータスモニタ

TCP 10000 NDMP を使用したバックアップ

TCP 11104 SnapMirror のクラスタ間通信セッションの管理

TCP 11105 クラスタ間 LIF を使用した SnapMirror データ転送

UDP 111 NFS のリモートプロシージャコール

UDP 161-162 簡易ネットワーク管理プロトコル

UDP 635 NFS マウント

UDP 2049 NFS サーバデーモン

UDP 4045 NFS ロックデーモン

UDP 4046 NFS のネットワークステータスモニタ

UDP 4049 NFS rquotad プロトコル

アウトバウンドルール

Cloud Volumes 用の事前定義済みセキュリティグループ ONTAP は、すべての発信トラフィックをオープンし
ます。これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、
高度なアウトバウンドルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

Cloud Volumes ONTAP 用の定義済みセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれていま
す。

プロトコル ポート 目的

すべての ICMP すべて すべての発信トラフィック

すべての TCP すべて すべての発信トラフィック

すべての UDP すべて すべての発信トラフィック
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高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに厳格なルールが必要な場合は、次の情報を使用して、 Cloud Volumes ONTAP による発信
通信に必要なポートのみを開くことができます。

source は、 Cloud Volumes ONTAP システムのインターフェイス（ IP アドレス）です。
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サービス プロトコ
ル

ポー
ト

ソース 宛先 目的

Active

Directory

TCP 88 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

UDP 137 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサービス

UDP 138 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラムサービス

TCP 139 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセッション

TCP およ
び UDP

389 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

LDAP

TCP 445 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同期を使用した
Microsoft SMB over TCP

TCP 464 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワードの変更と設
定（ SET_CHANGE ）

UDP 464 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

TCP 749 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V Change & Set Password

（ RPCSEC_GSS ）

TCP 88 データ LIF （ NFS

、 CIFS 、 iSCSI ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

UDP 137 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサービス

UDP 138 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラムサービス

TCP 139 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセッション

TCP およ
び UDP

389 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

LDAP

TCP 445 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同期を使用した
Microsoft SMB over TCP

TCP 464 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワードの変更と設
定（ SET_CHANGE ）

UDP 464 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

TCP 749 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V Change & Set Password

（ RPCSEC_GSS ）

S3 への
バックア
ップ

TCP 5010 クラスタ間 LIF バックアップエンド
ポイントまたはリス
トアエンドポイント

S3 へのバックアップ処理とリスト
ア処理 フィーチャー（ Feature ）
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サービス プロトコ
ル

ポー
ト

ソース 宛先 目的

クラスタ すべての
トラフィ
ック

すべ
ての
トラ
フィ
ック

1 つのノード上のす
べての LIF

もう一方のノードの
すべての LIF

クラスタ間通信（ Cloud Volumes

ONTAP HA のみ）

TCP 3000 ノード管理 LIF HA メディエータ ZAPI コール（ Cloud Volumes

ONTAP HA のみ）

ICMP 1. ノード管理 LIF HA メディエータ キープアライブ（ Cloud Volumes

ONTAP HA のみ）

DHCP UDP 68 ノード管理 LIF DHCP 初回セットアップ用の DHCP クラ
イアント

DHCP UDP 67 ノード管理 LIF DHCP DHCP サーバ

DNS UDP 53 ノード管理 LIF とデ
ータ LIF （ NFS 、
CIFS ）

DNS DNS

NDMP TCP 1860

0 ～
1869

9

ノード管理 LIF 宛先サーバ NDMP コピー

SMTP TCP 25 ノード管理 LIF メールサーバ SMTP アラート。 AutoSupport に使
用できます

SNMP TCP 161 ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

UDP 161 ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

TCP 162 ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

UDP 162 ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

SnapMirr

or

TCP 1110

4
クラスタ間 LIF ONTAP クラスタ間

LIF

SnapMirror のクラスタ間通信セッ
ションの管理

TCP 1110

5
クラスタ間 LIF ONTAP クラスタ間

LIF

SnapMirror によるデータ転送

syslog UDP 514 ノード管理 LIF syslog サーバ syslog 転送メッセージ

HA Mediator 外部セキュリティグループのルール

Cloud Volumes ONTAP HA Mediator 用に事前定義された外部セキュリティグループには、次のインバウンド
ルールとアウトバウンドルールが含まれています。

インバウンドルール

インバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。
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プロトコル ポート 目的

SSH 22 HA メディエータへの SSH 接続

TCP 3000 コネクタからの RESTful API アクセス

アウトバウンドルール

HA メディエータの定義済みセキュリティグループは、すべての発信トラフィックを開きます。これが可能な
場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウン
ドルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

HA Mediator 用の定義済みセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれます。

プロトコル ポート 目的

すべての TCP すべて すべての発信トラフィック

すべての UDP すべて すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに厳格なルールが必要な場合は、次の情報を使用して、 HA メディエータによる発信通信に
必要なポートだけを開くことができます。

プロトコ
ル

ポート 宛先 目的

HTTP 80 コネクタの IP アドレス メディエーターのアップグレードをダウンロー
ドします

HTTPS 443 AWS API サービス ストレージのフェイルオーバーを支援します

UDP 53 AWS API サービス ストレージのフェイルオーバーを支援します

ポート 443 および 53 を開く代わりに、ターゲットサブネットから AWS EC2 サービスへのイ
ンターフェイス VPC エンドポイントを作成できます。

HA Mediator 内部セキュリティグループのルール

Cloud Volumes ONTAP HA Mediator 用に事前定義された内部セキュリティグループには、次のルールが含ま
れています。Cloud Manager は常にこのセキュリティグループを作成します。独自のオプションはありませ
ん。

インバウンドルール

事前定義されたセキュリティグループには、次の着信ルールが含まれています。

プロトコル ポート 目的

すべてのトラフィッ
ク

すべて HA メディエータと HA ノード間の通信
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アウトバウンドルール

定義済みのセキュリティグループには、次の発信ルールが含まれます。

プロトコル ポート 目的

すべてのトラフィッ
ク

すべて HA メディエータと HA ノード間の通信

コネクタのルール

コネクタのセキュリティグループには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。

プロトコ
ル

ポート 目的

SSH 22 コネクタホストへの SSH アクセスを提供します

HTTP 80 クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTP アクセスを提供します Cloud

Compliance からのユーザインターフェイスと接続

HTTPS 443 クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTPS アクセスを提供します ユーザイ
ンターフェイス

TCP 3128 AWS ネットワークで NAT やプロキシを使用していない場合に、 Cloud Compliance イ
ンスタンスにインターネットアクセスを提供します

アウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループは、すべての発信トラフィックを開きます。これが可能な場
合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンド
ルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

プロトコル ポート 目的

すべての TCP すべて すべての発信トラフィック

すべての UDP すべて すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポー
トだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。
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サービス プロトコル ポート 宛先 目的

Active Directory TCP 88 Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

TCP 139 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセ
ッション

TCP 389 Active Directory フォ
レスト

LDAP

TCP 445 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同
期を使用した
Microsoft SMB over

TCP

TCP 464 Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワー
ドの変更と設定（
SET_CHANGE ）

TCP 749 Active Directory フォ
レスト

Active Directory

Kerberos v の変更と
パスワードの設定（
RPCSEC_GSS ）

UDP 137 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサー
ビス

UDP 138 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラ
ムサービス

UDP 464 Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

API コールと
AutoSupport

HTTPS 443 アウトバウンドイン
ターネットおよび
ONTAP クラスタ管
理 LIF

AWS および ONTAP

への API コール、お
よびネットアップへ
の AutoSupport メッ
セージの送信

API コール TCP 3000 ONTAP クラスタ管
理 LIF

ONTAP への API コ
ール

TCP 8088 S3 へのバックアッ
プ

S3 へのバックアッ
プを API で呼び出し
ます

DNS UDP 53 DNS Cloud Manager によ
る DNS 解決に使用
されます

クラウドコンプライ
アンス

HTTP 80 Cloud Compliance

インスタンス
Cloud Volumes

ONTAP 向けクラウ
ドコンプライアンス

AWS KMS のセットアップ

Cloud Volumes ONTAP で Amazon 暗号化を使用する場合は、 AWS Key Management

Service （ KMS ）を設定する必要があります。
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手順

1. アクティブな Customer Master Key （ CMK ）が存在することを確認します。

CMK は、 AWS 管理の CMK または顧客管理の CMK にすることができます。Cloud Manager および
Cloud Volumes ONTAP と同じ AWS アカウントにすることも、別の AWS アカウントにすることもできま
す。

"AWS ドキュメント：「 Customer Master Keys （ CMK ；カスタマーマスターキー）」"

2. 各 CMK のキーポリシーを変更します。変更するには、 Cloud Manager に a_key user_権限 を付与する
IAM ロールを追加します。

IAM ロールをキーユーザとして追加すると、 Cloud Volumes ONTAP で CMK を使用する権限が Cloud

Manager に付与されます。

"AWS のドキュメント：「キーの編集"

3. CMK が別の AWS アカウントにある場合は、次の手順を実行します。

a. CMK が存在するアカウントから KMS コンソールにアクセスします。

b. キーを選択します。

c. General configuration * ペインで、キーの ARN をコピーします。

Cloud Volumes ONTAP システムの作成時には、 Cloud Manager の ARN の指定が必要になります。

d. その他の AWS アカウント * ペインで、 Cloud Manager に権限を付与する AWS アカウントを追加し
ます。

ほとんどの場合、 Cloud Manager が配置されているアカウントです。Cloud Manager が AWS にイン
ストールされていない場合、 Cloud Manager に AWS アクセスキーを指定したアカウントになりま
す。
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e. 次に、 Cloud Manager に権限を付与する AWS アカウントに切り替えて、 IAM コンソールを開きま
す。

f. 以下の権限を含む IAM ポリシーを作成します。

g. Cloud Manager に権限を付与する IAM ロールまたは IAM ユーザにポリシーを関連付けます。

次のポリシーは、 Cloud Manager が外部 AWS アカウントから CMK を使用するために必要な権限を
提供します。「リソース」セクションで、リージョンとアカウント ID を必ず変更してください。
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{

    "Version": "2012-10-17",

    "Statement": [

        {

            "Sid": "AllowUseOfTheKey",

            "Effect": "Allow",

            "Action": [

                "kms:Encrypt",

                "kms:Decrypt",

                "kms:ReEncrypt*",

                "kms:GenerateDataKey*",

                "kms:DescribeKey"

            ],

            "Resource": [

                "arn:aws:kms:us-east-

1:externalaccountid:key/externalkeyid"

            ]

        },

        {

            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",

            "Effect": "Allow",

            "Action": [

                "kms:CreateGrant",

                "kms:ListGrants",

                "kms:RevokeGrant"

            ],

            "Resource": [

                "arn:aws:kms:us-east-

1:externalaccountid:key/externalaccountid"

            ],

            "Condition": {

                "Bool": {

                    "kms:GrantIsForAWSResource": true

                }

            }

        }

    ]

}

+

このプロセスの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「外部 AWS アカウントによ
る CMK へのアクセスの許可"。
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AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動

Cloud Volumes ONTAP は単一システム構成で起動することも、 AWS で HA ペアとして
起動することもできます。

AWS でのシングルノード Cloud Volumes ONTAP システムの起動

Cloud Volumes ONTAP を AWS で起動する場合は、 Cloud Manager で新しい作業環境を作成する必要があり
ます。

作業を開始する前に

• を用意しておく必要があります "ワークスペースに関連付けられているコネクタ"。

コネクタを作成するには、アカウント管理者である必要があります。最初の Cloud

Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合はコネクタの作成を求め
るメッセージが表示されます。

• "コネクタをで実行したままにする準備をしておく必要があります 常時"。

• 設定を選択し、管理者から AWS ネットワーク情報を取得して準備を完了しておく必要があります。詳細
については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 構成を計画"。

• BYOL システムを起動する場合は、 20 桁のシリアル番号（ライセンスキー）が必要です。

• CIFS を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。詳細については、を
参照してください "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"。

このタスクについて

作業環境を作成した直後に、 Cloud Manager は指定された vPC でテストインスタンスを起動して接続を確認
します。成功すると、 Cloud Manager はすぐにインスタンスを終了し、 Cloud Volumes ONTAP システムの
導入を開始します。Cloud Manager が接続を確認できない場合、作業環境の作成は失敗します。テストイン
スタンスは、 t2.nano （デフォルトの vPC テナンシーの場合）または m3.medium （専用の vPC テナンシー
の場合）のいずれかです。

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、 [ * 作業環境の追加 * ] をクリックし、画面の指示に従います。

2. * 場所を選択 * ：「 * Amazon Web Services * 」と「 * Cloud Volumes ONTAP シングルノード * 」を選択
します。

3. * 詳細とクレデンシャル * ：必要に応じて、 AWS のクレデンシャルとサブスクリプションを変更し、作
業環境名を入力してタグを追加し、パスワードを入力します。

このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフ
ィールドについて説明します。

フィールド 説明

作業環境名 Cloud Manager は、作業環境名を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システム
と Amazon EC2 インスタンスの両方に名前を付けます。また、このオプショ
ンを選択した場合は、事前定義されたセキュリティグループのプレフィックス
として名前が使用されます。
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フィールド 説明

タグを追加します AWS タグは、 AWS リソースのメタデータです。Cloud Manager は、 Cloud

Volumes ONTAP インスタンスおよびインスタンスに関連付けられた各 AWS

リソースにタグを追加します。作業環境を作成するときに、ユーザインターフ
ェイスから最大 4 つのタグを追加し、作成後にさらに追加できます。API で
は、作業環境の作成時にタグを 4 つに制限することはありません。タグの詳
細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Tagging your

Amazon EC2 Resources"。

ユーザ名とパスワード これらは、 Cloud Volumes ONTAP クラスタ管理アカウントのクレデンシャル
です。これらのクレデンシャルを使用して、 OnCommand System Manager

またはその CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP に接続できます。

資格情報を編集します この Cloud Volumes ONTAP システムで使用する AWS クレデンシャルと
Marketplace サブスクリプションを選択します。[ サブスクリプションの追加 ]

をクリックして、選択した資格情報をサブスクリプションに関連付けます。従
量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、 AWS

Marketplace から Cloud Volumes ONTAP へのサブスクリプションに関連付け
られている AWS クレデンシャルを選択する必要があります。お客様が作成し
た Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降の PAYGO システムと、有効にしたアドオ
ン機能ごとに、このサブスクリプションから料金が請求されます。"Cloud

Manager に AWS クレデンシャルを追加する方法について説明します"。

次のビデオでは、従量課金制の Marketplace サブスクリプションを AWS クレデンシャルに関連付ける方
法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 (video)

複数の IAM ユーザが同じ AWS アカウントで作業する場合は、各ユーザにサブスクライブ
する必要があります。最初のユーザがサブスクライブすると、次の図に示すように、 AWS

Marketplace から後続のユーザに登録済みであることが通知されます。AWS_account_ のサ
ブスクリプションが設定されている間、各 IAM ユーザは、そのサブスクリプションに自分
自身を関連付ける必要があります。以下のメッセージが表示された場合は、 * ここをクリ
ック * リンクをクリックして Cloud Central にアクセスし、処理を完了してくださ
い。

4. * サービス *: サービスを有効にしておくか、 Cloud Volumes ONTAP で使用しない個々のサービスを無効
にします。

◦ "Cloud Compliance の詳細はこちらをご覧ください"。

◦ "クラウドへのバックアップの詳細については、こちらをご覧ください"。

◦ "モニタリングの詳細"。

5. * Location & Connectivity * ： AWS のワークシートに記録したネットワーク情報を入力します。
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次の図は、入力済みのページを示しています。

6. * データ暗号化 * ：データ暗号化なし、または AWS で管理する暗号化を選択します。

AWS で管理する暗号化の場合は、アカウントまたは別の AWS アカウントから別の Customer Master Key

（ CMK ；カスタマーマスターキー）を選択できます。

Cloud Volumes ONTAP システムの作成後に AWS のデータ暗号化方式を変更することはで
きません。

"Cloud 用の AWS KMS の設定方法については、こちらをご覧ください Volume ONTAP の略"。

"サポートされている暗号化テクノロジの詳細を確認してください"。

7. * ライセンスとサポートサイトのアカウント * ：従量課金制または BYOL のどちらを使用するかを指定
し、 NetApp Support Site のアカウントを指定します。

ライセンスの仕組みについては、を参照してください "ライセンス"。

NetApp Support Site のアカウントは、従量課金制の場合は任意ですが、 BYOL システムの場合は必須で
す。 "ネットアップサポートサイトのアカウントを追加する方法について説明します"。

8. * 構成済みパッケージ * ： Cloud Volumes ONTAP をすばやく起動するパッケージを 1 つ選択するか、 *

独自の構成を作成 * をクリックします。

いずれかのパッケージを選択した場合は、ボリュームを指定してから、設定を確認して承認するだけで済
みます。

9. * IAM Role * ： Cloud Manager でロールを作成する場合は、デフォルトのオプションを使用してくださ
い。

独自のポリシーを使用する場合は、それが満たされている必要があります "Cloud Volumes ONTAP ノード
のポリシーの要件"。

10. * ライセンス * ：必要に応じて Cloud Volumes ONTAP のバージョンを変更し、ライセンス、インスタン
スタイプ、インスタンステナンシーを選択します。
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インスタンスの起動後に必要な変更があった場合は、後でライセンスまたはインスタンスタイプを変更で
きます。

選択したバージョンで新しいリリース候補、一般的な可用性、またはパッチリリースが利
用可能な場合は、作業環境の作成時に Cloud Manager によってシステムがそのバージョン
に更新されます。たとえば、 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 と 9.6 GA を選択した場合、
更新が行われます。たとえば、 9.6 から 9.7 への更新など、あるリリースから別のリリース
への更新は行われません。

11. * 基盤となるストレージリソース * ：初期アグリゲートの設定を選択します。ディスクタイプ、各ディス
クのサイズ、データの階層化を有効にするかどうかを指定します。

次の点に注意してください。

◦ ディスクタイプは初期ボリューム用です。以降のボリュームでは、別のディスクタイプを選択できま
す。

◦ ディスクサイズは、最初のアグリゲート内のすべてのディスクと、シンプルプロビジョニングオプシ
ョンを使用したときに Cloud Manager によって作成される追加のアグリゲートに適用されま
す。Advanced Allocation オプションを使用すると、異なるディスクサイズを使用するアグリゲートを
作成できます。

ディスクの種類とサイズの選択については、を参照してください "AWS でのシステムのサイジング"。

◦ ボリュームを作成または編集するときに、特定のボリューム階層化ポリシーを選択できます。

◦ データの階層化を無効にすると、以降のアグリゲートで有効にすることができます。

"データ階層化の仕組みをご確認ください"。

12. * Write Speed & WORM * ：「 * Normal * 」または「 * High * write speed 」を選択し、必要に応じて
Write Once 、 Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにします。

書き込み速度の選択はシングルノードシステムでのみサポートされます。

"書き込み速度の詳細については、こちらをご覧ください。"。

データの階層化が有効になっていると、 WORM を有効にできません。
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"WORM ストレージの詳細については、こちらをご覧ください。"。

13. * ボリュームの作成 * ：新しいボリュームの詳細を入力するか、 * スキップ * をクリックします。

このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフ
ィールドについて説明します。

フィールド 説明

サイズ 入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによっ
て大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な
物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。

アクセス制御（ NFS の
み）

エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライ
アントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のす
べてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。

権限とユーザー / グルー
プ（ CIFS のみ）

これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロ
ールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御でき
ます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユ
ーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定す
る場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があり
ます。

スナップショットポリシ
ー

Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの
頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響
を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステム
イメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することも
できます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を
選択することもできます。

アドバンストオプション
（ NFS のみ）

ボリュームの NFS バージョンを NFSv3 または NFSv4 のいずれかで選択して
ください。

イニシエータグループと
IQN （ iSCSI のみ）

iSCSI ストレージターゲットは LUN （論理ユニット）と呼ばれ、標準のブロ
ックデバイスとしてホストに提示されます。イニシエータグループは、 iSCSI

ホストのノード名のテーブルであり、どのイニシエータがどの LUN にアクセ
スできるかを制御します。iSCSI ターゲットは、標準のイーサネットネットワ
ークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、
CNA 、または専用の HBA を使用してネットワークに接続され、 iSCSI

Qualified Name （ IQN ）で識別されます。iSCSI ボリュームを作成すると、
Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1

つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボ
リュームを作成したら、 "IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト"。

次の図は、 CIFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。
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14. * CIFS セットアップ * ： CIFS プロトコルを選択した場合は、 CIFS サーバをセットアップします。

フィールド 説明

DNS プライマリおよび
セカンダリ IP アドレス

CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた
DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP

サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード
（ SRV ）が含まれている必要があります。

参加する Active Directory

ドメイン
CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。

ドメインへの参加を許可
されたクレデンシャル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための
十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

CIFS サーバの NetBIOS
名

AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。

組織単位 CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは
CN=Computers です。AWS Managed Microsoft AD を Cloud Volumes ONTAP

の AD サーバとして設定する場合は、このフィールドに「 * OU=computers 、
OU=corp * 」と入力します。

DNS ドメイン Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。
ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。

NTP サーバ Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active

Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サー
バを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してくだ
さい "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

15. * 使用状況プロファイル、ディスクタイプ、階層化ポリシー * ：必要に応じて、 Storage Efficiency 機能を
有効にするかどうかを選択し、ボリューム階層化ポリシーを編集します。

詳細については、を参照してください "ボリューム使用率プロファイルについて" および "データ階層化の
概要"。

16. * レビューと承認 *: 選択内容を確認して確認します。

a. 設定の詳細を確認します。
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b. 詳細情報 * をクリックして、 Cloud Manager で購入するサポートと AWS リソースの詳細を確認しま
す。

c. [* I understand … * （理解しています … * ） ] チェックボックスを選択

d. [Go*] をクリックします。

結果

Cloud Manager が Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動します。タイムラインで進行状況を追跡できま
す。

Cloud Volumes ONTAP インスタンスの起動時に問題が発生した場合は、障害メッセージを確認してくださ
い。また、作業環境を選択して、 [ 環境の再作成 ] をクリックすることもできます。

詳細については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート"。

完了後

• CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに
付与し、それらの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ます。

• ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用します。

クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を
制限または追跡できます。

AWS での Cloud Volumes ONTAP HA ペアの起動

Cloud Volumes ONTAP HA ペアを AWS で起動する場合は、 Cloud Manager で HA 作業環境を作成する必要
があります。

作業を開始する前に

• を用意しておく必要があります "ワークスペースに関連付けられているコネクタ"。

コネクタを作成するには、アカウント管理者である必要があります。最初の Cloud

Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合はコネクタの作成を求め
るメッセージが表示されます。

• "コネクタをで実行したままにする準備をしておく必要があります 常時"。

• 設定を選択し、管理者から AWS ネットワーク情報を取得して準備を完了しておく必要があります。詳細
については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 構成を計画"。

• BYOL ライセンスを購入した場合は、ノードごとに 20 桁のシリアル番号（ライセンスキー）が必要で
す。

• CIFS を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。詳細については、を
参照してください "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"。

制限事項

現時点では、 AWS アウトポストで HA ペアがサポートされていません。

このタスクについて

作業環境を作成した直後に、 Cloud Manager は指定された vPC でテストインスタンスを起動して接続を確認
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します。成功すると、 Cloud Manager はすぐにインスタンスを終了し、 Cloud Volumes ONTAP システム
の導入を開始します。Cloud Manager が接続を確認できない場合、作業環境の作成は失敗します。テストイ
ンスタンスは、 t2.nano （デフォルトの vPC テナンシーの場合）または m3.medium （専用の vPC テナンシ
ーの場合）のいずれかです。

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、 [ * 作業環境の追加 * ] をクリックし、画面の指示に従います。

2. * 場所を選択 * ：「 * Amazon Web Services * 」と「 * Cloud Volumes ONTAP シングルノード * 」を選択
します。

3. * 詳細とクレデンシャル * ：必要に応じて、 AWS のクレデンシャルとサブスクリプションを変更し、作
業環境名を入力してタグを追加し、パスワードを入力します。

このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフ
ィールドについて説明します。

フィールド 説明

作業環境名 Cloud Manager は、作業環境名を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システム
と Amazon EC2 インスタンスの両方に名前を付けます。また、このオプショ
ンを選択した場合は、事前定義されたセキュリティグループのプレフィックス
として名前が使用されます。

タグを追加します AWS タグは、 AWS リソースのメタデータです。Cloud Manager は、 Cloud

Volumes ONTAP インスタンスおよびインスタンスに関連付けられた各 AWS

リソースにタグを追加します。作業環境を作成するときに、ユーザインターフ
ェイスから最大 4 つのタグを追加し、作成後にさらに追加できます。API で
は、作業環境の作成時にタグを 4 つに制限することはありません。タグの詳
細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Tagging your

Amazon EC2 Resources"。

ユーザ名とパスワード これらは、 Cloud Volumes ONTAP クラスタ管理アカウントのクレデンシャル
です。これらのクレデンシャルを使用して、 OnCommand System Manager

またはその CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP に接続できます。

資格情報を編集します この Cloud Volumes ONTAP システムで使用する AWS クレデンシャルと
Marketplace サブスクリプションを選択します。[ サブスクリプションの追加 ]

をクリックして、選択した資格情報をサブスクリプションに関連付けます。従
量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、 AWS

Marketplace から Cloud Volumes ONTAP へのサブスクリプションに関連付け
られている AWS クレデンシャルを選択する必要があります。お客様が作成し
た Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降の PAYGO システムと、有効にしたアドオ
ン機能ごとに、このサブスクリプションから料金が請求されます。"Cloud

Manager に AWS クレデンシャルを追加する方法について説明します"。

次のビデオでは、従量課金制の Marketplace サブスクリプションを AWS クレデンシャルに関連付ける方
法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 (video)
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複数の IAM ユーザが同じ AWS アカウントで作業する場合は、各ユーザにサブスクライブ
する必要があります。最初のユーザがサブスクライブすると、次の図に示すように、 AWS

Marketplace から後続のユーザに登録済みであることが通知されます。AWS_account_ のサ
ブスクリプションが設定されている間、各 IAM ユーザは、そのサブスクリプションに自分
自身を関連付ける必要があります。以下のメッセージが表示された場合は、 * ここをクリ
ック * リンクをクリックして Cloud Central にアクセスし、処理を完了してくださ
い。

4. * サービス *: この Cloud Volumes ONTAP システムで使用しない個々のサービスを有効または無効にして
おきます。

◦ "Cloud Compliance の詳細はこちらをご覧ください"。

◦ "クラウドへのバックアップの詳細については、こちらをご覧ください"。

◦ "モニタリングの詳細"。

5. *HA 導入モデル *: HA 構成を選択します。

導入モデルの概要については、を参照してください "AWS での Cloud Volumes ONTAP HA"。

6. * Region & VPC * ： AWS ワークシートに記録したネットワーク情報を入力します。

次の図は、複数の AZ 構成に対応するページを示しています。
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7. * 接続と SSH 認証 * ： HA ペアとメディエーターの接続方法を選択します。

8. * フローティング IP * ：複数の AZ を選択した場合は、フローティング IP アドレスを指定します。

IP アドレスは、その地域のすべての VPC の CIDR ブロックの外側にある必要があります。詳細について
は、を参照してください "複数の AZS での Cloud Volumes ONTAP HA の AWS ネットワーク要件"。

9. * ルートテーブル * ：複数の AZ を選択した場合は、フローティング IP アドレスへのルートを含むルーテ
ィングテーブルを選択します。

複数のルートテーブルがある場合は、正しいルートテーブルを選択することが非常に重要です。そうしな
いと、一部のクライアントが Cloud Volumes ONTAP HA ペアにアクセスできない場合があります。ルー
ティングテーブルの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

10. * データ暗号化 * ：データ暗号化なし、または AWS で管理する暗号化を選択します。

AWS で管理する暗号化の場合は、アカウントまたは別の AWS アカウントから別の Customer Master Key

（ CMK ；カスタマーマスターキー）を選択できます。

Cloud Volumes ONTAP システムの作成後に AWS のデータ暗号化方式を変更することはで
きません。

"Cloud 用の AWS KMS の設定方法については、こちらをご覧ください Volume ONTAP の略"。

"サポートされている暗号化テクノロジの詳細を確認してください"。

11. * ライセンスとサポートサイトのアカウント * ：従量課金制または BYOL のどちらを使用するかを指定
し、 NetApp Support Site のアカウントを指定します。

ライセンスの仕組みについては、を参照してください "ライセンス"。

NetApp Support Site のアカウントは、従量課金制の場合は任意ですが、 BYOL システムの場合は必須で
す。 "ネットアップサポートサイトのアカウントを追加する方法について説明します"。

12. * 構成済みパッケージ * ： Cloud Volumes ONTAP システムをすばやく起動するには、パッケージを 1 つ
選択するか、 * 独自の構成を作成 * をクリックします。

いずれかのパッケージを選択した場合は、ボリュームを指定してから、設定を確認して承認するだけで済
みます。

13. * IAM Role * ：デフォルトのオプションをそのまま使用し、 Cloud Manager で役割を作成する必要があり
ます。

独自のポリシーを使用する場合は、それが満たされている必要があります "Cloud Volumes ONTAP ノード
と HA のポリシー要件 メディエーター"。

14. * ライセンス * ：必要に応じて Cloud Volumes ONTAP のバージョンを変更し、ライセンス、インスタン
スタイプ、インスタンステナンシーを選択します。
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インスタンスの起動後に必要な変更があった場合は、後でライセンスまたはインスタンスタイプを変更で
きます。

選択したバージョンで新しいリリース候補、一般的な可用性、またはパッチリリースが利
用可能な場合は、作業環境の作成時に Cloud Manager によってシステムがそのバージョン
に更新されます。たとえば、 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 と 9.6 GA を選択した場合、
更新が行われます。たとえば、 9.6 から 9.7 への更新など、あるリリースから別のリリース
への更新は行われません。

15. * 基盤となるストレージリソース * ：初期アグリゲートの設定を選択します。ディスクタイプ、各ディス
クのサイズ、データの階層化を有効にするかどうかを指定します。

次の点に注意してください。

◦ ディスクタイプは初期ボリューム用です。以降のボリュームでは、別のディスクタイプを選択できま
す。

◦ ディスクサイズは、最初のアグリゲート内のすべてのディスクと、シンプルプロビジョニングオプシ
ョンを使用したときに Cloud Manager によって作成される追加のアグリゲートに適用されま
す。Advanced Allocation オプションを使用すると、異なるディスクサイズを使用するアグリゲートを
作成できます。

ディスクの種類とサイズの選択については、を参照してください "AWS でのシステムのサイジング"。

◦ ボリュームを作成または編集するときに、特定のボリューム階層化ポリシーを選択できます。

◦ データの階層化を無効にすると、以降のアグリゲートで有効にすることができます。

"データ階層化の仕組みをご確認ください"。

16. * WORM * ：必要に応じて、 Write Once Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにします。

データの階層化が有効になっていると、 WORM を有効にできません。

"WORM ストレージの詳細については、こちらをご覧ください。"。

17. * ボリュームの作成 * ：新しいボリュームの詳細を入力するか、 * スキップ * をクリックします。
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このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフ
ィールドについて説明します。

フィールド 説明

サイズ 入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによっ
て大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な
物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。

アクセス制御（ NFS の
み）

エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライ
アントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のす
べてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。

権限とユーザー / グルー
プ（ CIFS のみ）

これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロ
ールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御でき
ます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユ
ーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定す
る場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があり
ます。

スナップショットポリシ
ー

Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの
頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響
を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステム
イメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することも
できます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を
選択することもできます。

アドバンストオプション
（ NFS のみ）

ボリュームの NFS バージョンを NFSv3 または NFSv4 のいずれかで選択して
ください。

イニシエータグループと
IQN （ iSCSI のみ）

iSCSI ストレージターゲットは LUN （論理ユニット）と呼ばれ、標準のブロ
ックデバイスとしてホストに提示されます。イニシエータグループは、 iSCSI

ホストのノード名のテーブルであり、どのイニシエータがどの LUN にアクセ
スできるかを制御します。iSCSI ターゲットは、標準のイーサネットネットワ
ークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、
CNA 、または専用の HBA を使用してネットワークに接続され、 iSCSI

Qualified Name （ IQN ）で識別されます。iSCSI ボリュームを作成すると、
Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1

つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボ
リュームを作成したら、 "IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト"。

次の図は、 CIFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。
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18. * CIFS セットアップ * ： CIFS プロトコルを選択した場合は、 CIFS サーバをセットアップします。

フィールド 説明

DNS プライマリおよび
セカンダリ IP アドレス

CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた
DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP

サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード
（ SRV ）が含まれている必要があります。

参加する Active Directory

ドメイン
CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。

ドメインへの参加を許可
されたクレデンシャル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための
十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

CIFS サーバの NetBIOS
名

AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。

組織単位 CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは
CN=Computers です。AWS Managed Microsoft AD を Cloud Volumes ONTAP

の AD サーバとして設定する場合は、このフィールドに「 * OU=computers 、
OU=corp * 」と入力します。

DNS ドメイン Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。
ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。

NTP サーバ Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active

Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サー
バを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してくだ
さい "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

19. * 使用状況プロファイル、ディスクタイプ、階層化ポリシー * ：必要に応じて、 Storage Efficiency 機能を
有効にするかどうかを選択し、ボリューム階層化ポリシーを編集します。

詳細については、を参照してください "ボリューム使用率プロファイルについて" および "データ階層化の
概要"。

20. * レビューと承認 *: 選択内容を確認して確認します。

a. 設定の詳細を確認します。
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b. 詳細情報 * をクリックして、 Cloud Manager で購入するサポートと AWS リソースの詳細を確認しま
す。

c. [* I understand … * （理解しています … * ） ] チェックボックスを選択

d. [Go*] をクリックします。

結果

Cloud Manager が Cloud Volumes ONTAP HA ペアを起動します。タイムラインで進行状況を追跡できます。

HA ペアの起動で問題が発生した場合は、障害メッセージを確認します。また、作業環境を選択して、 [ 環境
の再作成 ] をクリックすることもできます。

詳細については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート"。

完了後

• CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに
付与し、それらの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ます。

• ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用します。

クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を
制限または追跡できます。

Azure で始めましょう

Cloud Volumes ONTAP for Azure での作業の開始

いくつかの手順で、 Cloud Volumes ONTAP for Azure を使い始めましょう。

 コネクタを作成します

を持っていなければ "コネクタ" ただし、アカウント管理者がアカウントを作成する必要があります。 "Azure

でコネクタを作成する方法について説明します"。

最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud Manager からコ
ネクタの導入を求められます。

 構成を計画

Cloud Manager には、ワークロードの要件に応じた事前設定パッケージが用意されています。または、独自
の設定を作成することもできます。独自の設定を選択する場合は、使用可能なオプションを理解しておく必要
があります。 "詳細はこちら。"。

 ネットワークをセットアップします

1. VNet とサブネットがコネクタと Cloud Volumes ONTAP 間の接続をサポートすることを確認します。
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2. ターゲット VNet からのアウトバウンドインターネットアクセスを有効にして、コネクタと Cloud

Volumes ONTAP が複数のエンドポイントに接続できるようにします。

コネクタはアウトバウンドのインターネットアクセスがないと Cloud Volumes ONTAP を管理できないた
め、この手順は重要です。アウトバウンド接続を制限する必要がある場合は、のエンドポイントのリスト
を参照してください "コネクタと Cloud Volumes ONTAP"。

"ネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

 Cloud Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP を起動します

[ 作業環境の追加 ] をクリックし、展開するシステムのタイプを選択して、ウィザードの手順を実行します。 "

詳細な手順を参照してください"。

関連リンク

• "評価中"

• "Cloud Manager からコネクタを作成します"

• "Azure Marketplace からコネクタを作成する"

• "Linux ホストへの Connector ソフトウェアのインストール"

• "クラウドマネージャーが Azure の権限で行うこと"

Azure での Cloud Volumes ONTAP 構成の計画

Azure で Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、ワークロード要件に一致する事前
設定済みのシステムを選択するか、または独自の設定を作成できます。独自の設定を選
択する場合は、使用可能なオプションを理解しておく必要があります。

ライセンスタイプの選択

Cloud Volumes ONTAP には、従量課金制とお客様所有のライセンスを使用（ BYOL ）の 2 種類の料金プラン
があります。従量課金制の場合は、 Explore 、 Standard 、 Premium の 3 つのライセンスから選択できま
す。ライセンスごとに容量とコンピューティングのオプションが異なります。

"Cloud Volumes ONTAP 9.7 で Azure でサポートされる構成"

ストレージの制限を理解する

Cloud Volumes ONTAP システムの未フォーマット時の容量制限は、ライセンスに関連付けられています。追
加の制限は、アグリゲートとボリュームのサイズに影響します。設定を計画する際には、これらの制限に注意
する必要があります。

"Cloud Volumes ONTAP 9.7 の Azure のストレージ制限"

Azure でのシステムのサイジング

Cloud Volumes ONTAP システムのサイジングを行うことで、パフォーマンスと容量の要件を満たすのに役立
ちます。VM タイプ、ディスクタイプ、およびディスクサイズを選択する際には、次の点に注意してくださ
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い。

仮想マシンのタイプ

でサポートされている仮想マシンタイプを確認します "Cloud Volumes ONTAP リリースノート" サポート
されている各 VM タイプの詳細を確認します。各 VM タイプがサポートするデータディスクの数には制限
があることに注意してください。

• "Azure のドキュメント：「汎用仮想マシンのサイズ"

• "Azure のドキュメント：「 Memory optimized virtual machine sizes"

Azure のディスクタイプ

Cloud Volumes ONTAP 用のボリュームを作成する場合は、 ONTAP がディスクとして使用する基盤となる
クラウドストレージを選択する必要があります。

HA システムでは、 Premium ページ BLOB を使用します。一方、シングルノードシステムでは、次の 2 種
類の Azure Managed Disks を使用できます。

• _Premium SSD Managed Disks （プレミアム SSD 管理ディスク） - I/O 負荷の高いワークロードに高
パフォーマンスを提供し、コストを高めます。

• _ 標準 SSD 管理ディスク _ 低 IOPS を必要とするワークロードに一貫したパフォーマンスを提供しま
す。

• _Standard HDD Managed Disks_are a good choice if you need high iops and want to Reduce your

costs （高 IOPS が必要なく、コストを削減したい場合に最適です。）

これらのディスクのユースケースの詳細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメ
ント：「 What disk types are available in Azure ？」"。

Azure のディスクサイズ

Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動するときは、アグリゲートのデフォルトのディスクサイズを選
択する必要があります。Cloud Manager では、このディスクサイズを初期アグリゲートに使用します。ま
た、簡易プロビジョニングオプションを使用した場合に作成される追加のアグリゲートにも使用します。
別のディスクサイズを使用するアグリゲートを作成できます デフォルトでは、です "高度な割り当てオプ
ションを使用する"。

アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

ディスクサイズを選択する際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。ディスクサイズは、スト
レージのコスト、アグリゲートに作成できるボリュームのサイズ、 Cloud Volumes ONTAP で使用可能な
総容量、ストレージパフォーマンスに影響します。

Azure Premium ストレージのパフォーマンスは、ディスクサイズに依存します。ディスク容量が大きいほ
ど、 IOPS とスループットが向上します。たとえば、 1 TB のディスクを選択すると、 500 GB のディスク
よりも高いパフォーマンスを低コストで実現できます。

標準ストレージのディスクサイズにはパフォーマンスの違いはありません。必要な容量に基づいてディス
クサイズを選択する必要があります。

ディスクサイズ別の IOPS とスループットについては、 Azure を参照してください。

• "Microsoft Azure ： Managed Disks の価格"
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• "Microsoft Azure ： Page Blob の価格設定"

Flash Cache をサポートする構成を選択しています

Azure の Cloud Volumes ONTAP 構成にはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes

ONTAP はパフォーマンスを向上させるために _Flash Cache _ として使用します。 "Flash Cache の詳細につ
いては、こちらをご覧ください"。

Azure ネットワーク情報ワークシート

Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入する場合は、仮想ネットワークの詳細を指定する必要があります。ワ
ークシートを使用して、管理者から情報を収集できます。

Azure の情報 あなたの価値

地域

仮想ネットワーク（ Vnet ）

サブネット

Network Security Group （独自
のグループを使用している場合
）

書き込み速度の選択

Cloud Manager では、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムの書き込み速度設定を選択できま
す。書き込み速度を選択する前に、高速書き込みを使用する場合の標準設定と高設定の違い、およびリスクと
推奨事項を理解しておく必要があります。

通常の書き込み速度と高速書き込み速度の差

通常の書き込み速度を選択すると、データはディスクに直接書き込まれるため、計画外のシステム停止が発生
した場合にデータが失われる可能性が低くなります。

高速書き込みを選択すると、データはディスクに書き込まれる前にメモリにバッファされるため、書き込みパ
フォーマンスが向上します。このキャッシュにより、計画外のシステム停止が発生した場合にデータが失われ
る可能性があります。

計画外のシステム停止が発生した場合に失われる可能性があるデータの量は、最後の 2 つの整合ポイントの
範囲です。整合ポイントとは、バッファされたデータをディスクに書き込むことです。整合ポイントは、書き
込みログがいっぱいになったとき、または 10 秒後（どちらか早い方）に発生します。ただし、 AWS EBS ボ
リュームのパフォーマンスは、整合ポイントの処理時間に影響を与える可能性があります。

高速書き込みを使用する場合

高速書き込みは、ワークロードに高速書き込みパフォーマンスが必要な場合に最適です。また、予期しないシ
ステム停止が発生した場合にも、データ損失のリスクに耐えることができます。

高速書き込みを使用する場合の推奨事項

高速書き込みを有効にする場合は、アプリケーション層で書き込み保護を確保する必要があります。
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ボリューム使用プロファイルの選択

ONTAP には、必要なストレージの合計容量を削減できるストレージ効率化機能がいくつか搭載されていま
す。Cloud Manager でボリュームを作成する場合は、これらの機能を有効にするプロファイルを選択する
か、無効にするプロファイルを選択できます。これらの機能の詳細については、使用するプロファイルを決定
する際に役立ちます。

NetApp Storage Efficiency 機能には、次のようなメリットがあります。

シンプロビジョニング

物理ストレージプールよりも多くの論理ストレージをホストまたはユーザに提供します。ストレージスペ
ースは、事前にストレージスペースを割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームに動的に
割り当てられます。

重複排除

同一のデータブロックを検索し、単一の共有ブロックへの参照に置き換えることで、効率を向上します。
この手法では、同じボリュームに存在するデータの冗長ブロックを排除することで、ストレージ容量の要
件を軽減します。

圧縮

プライマリ、セカンダリ、アーカイブストレージ上のボリューム内のデータを圧縮することで、データの
格納に必要な物理容量を削減します。

Azure で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するためのネットワーク要件

Cloud Volumes ONTAP システムが適切に動作するように Azure ネットワークをセット
アップします。これには、コネクタと Cloud Volumes ONTAP のネットワークも含まれ
ます。

Cloud Volumes ONTAP の要件

Azure では、次のネットワーク要件を満たしている必要があります。

Cloud Volumes ONTAP 用のアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Volumes ONTAP では、ネットアップ AutoSupport にメッセージを送信するためにアウトバウンド
インターネットアクセスが必要です。ネットアップ AutoSupport は、ストレージの健全性をプロアクティ
ブに監視します。

Cloud Volumes ONTAP が AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファイ
アウォールポリシーで次のエンドポイントへの HTTP / HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

• \ https://support.netapp.com/aods/asupmessage

• \ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"AutoSupport の設定方法について説明します"。

セキュリティグループ

Cloud Manager ではセキュリティグループを作成する必要がないため、セキュリティグループを作成する
必要はありません。独自のルールを使用する必要がある場合は、以下のセキュリティグループルールを参
照してください。
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IP アドレスの数

Cloud Manager が Azure の Cloud Volumes ONTAP に次の数の IP アドレスを割り当てます。

• シングルノード： 5 つの IP アドレス

• HA ペア： IP アドレス × 16

Cloud Manager では、 HA ペア上に SVM 管理 LIF が作成されますが、 Azure のシングルノードシステ
ム上には作成されません。

LIF は、物理ポートに関連付けられた IP アドレスです。SnapCenter などの管理ツール
には、 SVM 管理 LIF が必要です。

クラウドボリューム ONTAP から Azure BLOB ストレージへの接続により、データ階層化を実現します

コールドデータを Azure BLOB ストレージに階層化する場合は、 Cloud Manager に必要な権限があるかぎ
りパフォーマンス階層と大容量階層の間の接続を設定する必要はありません。Cloud Manager ポリシーに
以下の権限が設定されている場合、 Cloud Manager は VNet サービスエンドポイントを有効にします。

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",

"Microsoft.Network/routeTables/join/action",

これらの権限は最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。

データ階層化の設定の詳細については、を参照してください "コールドデータを低コストのオブジェクトス
トレージに階層化する"。

他のネットワーク内の ONTAP システムへの接続

Azure の Cloud Volumes ONTAP システムと他のネットワークの ONTAP システムの間でデータをレプリ
ケートするには、 Azure VNet と他のネットワーク（ AWS VPC や企業ネットワークなど）の間に VPN 接
続が必要です。

手順については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Create a Site-to-Site

connection in the Azure portal"。

コネクタの要件

コネクタがパブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できるように、ネットワークを設定しま
す。最も重要なステップは、さまざまなエンドポイントへのアウトバウンドインターネットアクセスを確保す
ることです。

ネットワークでインターネットへのすべての通信にプロキシサーバを使用している場合は、 [

設定 ] ページでプロキシサーバを指定できます。を参照してください "プロキシサーバを使用す
るようにコネクタを設定します"。

ターゲットネットワークへの接続

コネクタには、 Cloud Volumes ONTAP を導入する VPC および VNet へのネットワーク接続が必要です。

たとえば、企業ネットワークにコネクタを設置する場合は、 Cloud Volumes ONTAP を起動する VPC または
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VNet への VPN 接続を設定する必要があります。

アウトバウンドインターネットアクセス

Connector では、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するためにアウトバウンドインター
ネットアクセスが必要です。コネクタは、 Azure でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続しま
す。

エンドポイント 目的

https://management.azure.com

https://login.microsoftonline.com
Cloud Manager では、ほとんどの Azure リージョンに Cloud

Volumes ONTAP を導入して管理できます。

https://management.microSoftazure.de

https://login.microsoftonline.de
Cloud Manager は、 Azure Germany リージョンに Cloud

Volumes ONTAP を導入して管理できます。

https://management.usgovcloudapi.net/

https://login.microsoftonline.com
Cloud Manager は、 Azure US GOV リージョンに Cloud

Volumes ONTAP を導入して管理できます。

\ https://api.services.cloud.netapp.com:443 NetApp Cloud Central への API 要求。

\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com
ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレート
にアクセスできます。

\ https://repo.cloud.support.netapp.com Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。

\ http://repo.mysql.com/ MySQL のダウンロードに使用します。

¥ https://cognito-idp.us-east-

1.amazonaws.com ¥ https://cognito-

identity.us-east-1.amazonaws.com ¥

https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-

accelerated.s3.amazonaws.com

Cloud Manager は、マニフェスト、テンプレート、 Cloud

Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダ
ウンロードできます。

\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントの
ソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager との
サービス統合のためのソリューションを提供します。

\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングで
きるようにします。

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスと
の通信。

https://netapp-cloud-account.auth0.com NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的
に行うことができます。

https://mysupport.netapp.com をご覧ください ネットアップ AutoSupport との通信：

¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥

https://support.netapp.com/ServiceGW/

entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアッ
プとの通信

\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud

Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。

144

https://management.azure.com
https://login.microsoftonline.com
https://management.microSoftazure.de
https://login.microsoftonline.de
https://management.usgovcloudapi.net/
https://login.microsoftonline.com
https://api.services.cloud.netapp.com:443
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://repo.cloud.support.netapp.com
http://repo.mysql.com/
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com
https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com
https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com
https://sts.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com
https://cloudmanager.cloud.netapp.com
https://netapp-cloud-account.auth0.com
https://mysupport.netapp.com
https://support.netapp.com/svcgw
https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement
https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement
https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com


エンドポイント 目的

¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥

https://github.com/NetApp/trident/releases/

download/

Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接
続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp

Trident をインストールできます。

* .blob.core.windows.net プロキシを使用する場合は HA ペアに必要です。

次のようなさまざまなサードパーティの場所
があります。

• https://repo1.maven.org/maven2 です

• https://oss.sonType.org/content/repository

を参照してください

• https://repo.typafe.org にアクセスします

サードパーティの所在地は変更される可能性
があります。

アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依
存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

SaaS ユーザインターフェイスからほとんどのタスクを実行する必要がありますが、ローカルユーザインター
フェイスは引き続きコネクタで使用できます。Web ブラウザを実行するマシンは、次のエンドポイントに接
続する必要があります。

エンドポイント 目的

コネクタホスト Cloud Manager コンソールをロードするには、 Web ブラウ
ザでホストの IP アドレスを入力する必要があります。

クラウドプロバイダへの接続に応じて、ホストに割り当てら
れたプライベート IP またはパブリック IP を使用できます。

• プライベート IP は、 VPN とがある場合に機能します 仮
想ネットワークへの直接アクセス

• パブリック IP は、あらゆるネットワークシナリオで機能
します

いずれの場合も、セキュリティグループのルールで許可され
た IP またはサブネットからのアクセスのみを許可すること
で、ネットワークアクセスを保護する必要があります。

¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥

https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥

https://services.cloud.netapp.com

Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、 NetApp

Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。

\ https://widget.intercom.io 製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキス
パートと会話できます。

Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループのルール

Cloud Manager で作成される Azure セキュリティグループには、 Cloud Volumes ONTAP が正常に動作する
ために必要なインバウンドとアウトバウンドのルールが含まれています。テスト目的でポートを参照したり、
独自のセキュリティグループを使用したりする場合に使用します。
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Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループには、インバウンドルールとアウトバウンドルールの両方が
必要です。

シングルノードシステムのインバウンドルール

次のルールでは、説明で特定の着信トラフィックがブロックされている場合を除き、トラフィックは許可され
ます。

優先順位と名前 ポートおよびプロトコル ソースとデスティネーシ
ョンの 2 つです

説明

1000 inbound_ssh 22 TCP Any から Any クラスタ管理 LIF または
ノード管理 LIF の IP アド
レスへの SSH アクセス

1001 INBOUND _http 80 TCP Any から Any クラスタ管理 LIF の IP ア
ドレスを使用した System

Manager Web コンソール
への HTTP アクセス

1002 INBOUND

_111_TCP

111 TCP Any から Any NFS のリモートプロシー
ジャコール

1003 INBONED_111_UDP 111 UDP Any から Any NFS のリモートプロシー
ジャコール

1004 INBOUND _139 139 TCP Any から Any CIFS の NetBIOS サービ
スセッション

1005 inbound_161-

162_TCP

161-162 TCP Any から Any 簡易ネットワーク管理プ
ロトコル

1006 INBOUND _161-

162_UDP

UDP 161-162 Any から Any 簡易ネットワーク管理プ
ロトコル

1007 INBOUND _443 443 tcp Any から Any クラスタ管理 LIF の IP ア
ドレスを使用した System

Manager Web コンソール
への HTTPS アクセス

1008 INBOUND _445 445 TCP Any から Any NetBIOS フレーム同期を
使用した Microsoft SMB

over TCP

1009 INBOUND

_635_TCP

635 TCP Any から Any NFS マウント

1010 INBOUND

_635_UDP

635 UDP Any から Any NFS マウント

1011 INBOUND _749 749 TCP Any から Any Kerberos

1012 INBOUND _2049

_TCP

2049 TCP Any から Any NFS サーバデーモン

1013 INBOUND _2049

_UDP

2049 UDP Any から Any NFS サーバデーモン

1014 インバウンド _3260 3260 TCP Any から Any iSCSI データ LIF を介し
た iSCSI アクセス
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優先順位と名前 ポートおよびプロトコル ソースとデスティネーシ
ョンの 2 つです

説明

1015 INBOUND _4045-

4046_tcp の略
4045-4046 TCP Any から Any NFS ロックデーモンとネ

ットワークステータスモ
ニタ

1016 INBOUND _4045-

4046_UDP

4045-4046 UDP Any から Any NFS ロックデーモンとネ
ットワークステータスモ
ニタ

1017 INBOUND _10000 10000 TCP Any から Any NDMP を使用したバック
アップ

1018 INBOUND _11104-

11105

11104-11105 TCP Any から Any SnapMirror によるデータ
転送

3000

inbound_deny_all_tcp
任意のポート TCP Any から Any 他のすべての TCP インバ

ウンドトラフィックをブ
ロックします

3001 INBOUND

_DENY_ALL_UDP
任意のポート UDP Any から Any 他のすべての UDP 着信ト

ラフィックをブロックし
ます

65000 AllowVnetInBound 任意のポート任意のプロ
トコル

VirtualNetwork VNet 内からのインバウン
ドトラフィック

65001 AllowAzureLoad

BalancerInBound の略
任意のポート任意のプロ
トコル

AzureLoadBalancer を任
意のに設定します

Azure Standard Load

Balancer からのデータト
ラフィック

65500 DenyAllInBound 任意のポート任意のプロ
トコル

Any から Any 他のすべてのインバウン
ドトラフィックをブロッ
クする

HA システムのインバウンドルール

次のルールでは、説明で特定の着信トラフィックがブロックされている場合を除き、トラフィックは許可され
ます。

HA システムのインバウンドデータトラフィックは Azure Standard Load Balancer を経由する
ため、シングルノードシステムよりもインバウンドルールが少なくなります。そのため、「
AllowAzureLoadBalancerInBound 」ルールに示されているように、ロードバランサからのトラ
フィックがオープンである必要があります。

優先順位と名前 ポートおよびプロトコル ソースとデスティネーシ
ョンの 2 つです

説明

100 インバウンド _ 443 443 ：任意のプロトコル Any から Any クラスタ管理 LIF の IP ア
ドレスを使用した System

Manager Web コンソール
への HTTPS アクセス

101 INBOUND _111_TCP 111 すべてのプロトコル Any から Any NFS のリモートプロシー
ジャコール
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優先順位と名前 ポートおよびプロトコル ソースとデスティネーシ
ョンの 2 つです

説明

102 インバウンド _2049

_TCP

2049 任意のプロトコル Any から Any NFS サーバデーモン

111 inbound_ssh 22 すべてのプロトコル Any から Any クラスタ管理 LIF または
ノード管理 LIF の IP アド
レスへの SSH アクセス

121 INBOUND _53 53 任意のプロトコル Any から Any DNS と CIFS

65000 AllowVnetInBound 任意のポート任意のプロ
トコル

VirtualNetwork VNet 内からのインバウン
ドトラフィック

65001 AllowAzureLoad

BalancerInBound の略
任意のポート任意のプロ
トコル

AzureLoadBalancer を任
意のに設定します

Azure Standard Load

Balancer からのデータト
ラフィック

65500 DenyAllInBound 任意のポート任意のプロ
トコル

Any から Any 他のすべてのインバウン
ドトラフィックをブロッ
クする

アウトバウンドルール

Cloud Volumes 用の事前定義済みセキュリティグループ ONTAP は、すべての発信トラフィックをオープンし
ます。これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、
高度なアウトバウンドルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

Cloud Volumes ONTAP 用の定義済みセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれていま
す。

ポート プロトコル 目的

すべて すべての TCP すべての発信トラフィック

すべて すべての UDP すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに厳格なルールが必要な場合は、次の情報を使用して、 Cloud Volumes ONTAP による発信
通信に必要なポートのみを開くことができます。

source は、 Cloud Volumes ONTAP システムのインターフェイス（ IP アドレス）です。
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サービス ポート プロ
トコ
ル

ソース 宛先 目的

Active

Directory

88 TCP ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

137 UDP ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサービス

138 UDP ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラムサービス

139 TCP ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセッション

389 TCP

およ
び
UDP

ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

LDAP

445 TCP ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同期を使用した
Microsoft SMB over TCP

464 TCP ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワードの変更と設
定（ SET_CHANGE ）

464 UDP ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

749 TCP ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V Change & Set Password

（ RPCSEC_GSS ）

88 TCP データ LIF （ NFS

、 CIFS 、 iSCSI ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

137 UDP データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサービス

138 UDP データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラムサービス

139 TCP データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセッション

389 TCP

およ
び
UDP

データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

LDAP

445 TCP データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同期を使用した
Microsoft SMB over TCP

464 TCP データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワードの変更と設
定（ SET_CHANGE ）

464 UDP データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

749 TCP データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V Change & Set Password

（ RPCSEC_GSS ）
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サービス ポート プロ
トコ
ル

ソース 宛先 目的

DHCP 68 UDP ノード管理 LIF DHCP 初回セットアップ用の DHCP クラ
イアント

DHCP 67 UDP ノード管理 LIF DHCP DHCP サーバ

DNS 53 UDP ノード管理 LIF とデ
ータ LIF （ NFS 、
CIFS ）

DNS DNS

NDMP 18600 ～
18699

TCP ノード管理 LIF 宛先サーバ NDMP コピー

SMTP 25 TCP ノード管理 LIF メールサーバ SMTP アラート。 AutoSupport に使
用できます

SNMP 161 TCP ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

161 UDP ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

162 TCP ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

162 UDP ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

SnapMirr

or

11104 TCP クラスタ間 LIF ONTAP クラスタ間
LIF

SnapMirror のクラスタ間通信セッ
ションの管理

11105 TCP クラスタ間 LIF ONTAP クラスタ間
LIF

SnapMirror によるデータ転送

syslog 514 UDP ノード管理 LIF syslog サーバ syslog 転送メッセージ

コネクタのセキュリティグループルール

コネクタのセキュリティグループには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。

ポート プロトコル 目的

22 SSH コネクタホストへの SSH アクセス
を提供します

80 HTTP クライアント Web ブラウザからロ
ーカルへの HTTP アクセスを提供
します ユーザインターフェイス

443 HTTPS クライアント Web ブラウザからロ
ーカルへの HTTPS アクセスを提供
します ユーザインターフェイス

アウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループは、すべての発信トラフィックを開きます。これが可能な場
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合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度なアウトバウンド
ルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの事前定義されたセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

ポート プロトコル 目的

すべて すべての TCP すべての発信トラフィック

すべて すべての UDP すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポー
トだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。

サービス ポート プロトコル 宛先 目的

Active Directory 88 TCP Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

139 TCP Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセ
ッション

389 TCP Active Directory フォ
レスト

LDAP

445 TCP Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同
期を使用した
Microsoft SMB over

TCP

464 TCP Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワー
ドの変更と設定（
SET_CHANGE ）

749 TCP Active Directory フォ
レスト

Active Directory

Kerberos v の変更と
パスワードの設定（
RPCSEC_GSS ）

137 UDP Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサー
ビス

138 UDP Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラ
ムサービス

464 UDP Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理
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サービス ポート プロトコル 宛先 目的

API コールと
AutoSupport

443 HTTPS アウトバウンドイン
ターネットおよび
ONTAP クラスタ管
理 LIF

AWS および ONTAP

への API コール、お
よびネットアップへ
の AutoSupport メッ
セージの送信

API コール 3000 TCP ONTAP クラスタ管
理 LIF

ONTAP への API コ
ール

DNS 53 UDP DNS Cloud Manager によ
る DNS 解決に使用
されます

Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP の作業環境を作成することで、 Azure で単一
ノードシステムまたは HA ペアを起動できます。

作業を開始する前に

• を用意しておく必要があります "ワークスペースに関連付けられているコネクタ"。

コネクタを作成するには、アカウント管理者である必要があります。最初の Cloud

Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合はコネクタの作成を求め
るメッセージが表示されます。

• "コネクタをで実行したままにする準備をしておく必要があります 常時"。

• 設定を選択し、ネットワーク管理者から Azure ネットワーク情報を入手しておく必要があります。詳細に
ついては、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 構成を計画"。

• BYOL システムを導入するには、ノードごとに 20 桁のシリアル番号（ライセンスキー）が必要です。

このタスクについて

Azure で Cloud Volumes ONTAP システムを作成すると、リソースグループ、ネットワークインターフェイ
ス、ストレージアカウントなどの Azure オブジェクトがいくつか作成されます。ウィザードの最後にあるリ
ソースの概要を確認できます。

データ損失の可能性があります

データ損失のリスクがあるため、既存の共有リソースグループに Cloud Volumes ONTAP を導
入することは推奨されません。API を使用して既存のリソースグループに導入する場合、ロー
ルバックは現在デフォルトで無効になっていますが、 Cloud Volumes ONTAP を削除すると、
その共有グループから他のリソースが削除される可能性があります。

Cloud Volumes ONTAP には、新しい専用のリソースグループを使用することを推奨します。
これはデフォルトであり、 Cloud Manager から Azure に Cloud Volumes ONTAP を導入する場
合にのみ推奨されるオプションです。

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、 [ * 作業環境の追加 * ] をクリックし、画面の指示に従います。
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2. * 場所を選択 * ：「 * Microsoft * Azure * 」および「 * Cloud Volumes ONTAP シングルノード * 」また
は「 * Cloud Volumes ONTAP 高可用性 * 」を選択します。

3. * 詳細とクレデンシャル * ：必要に応じて Azure クレデンシャルとサブスクリプションを変更し、クラス
タ名とリソースグループ名を指定し、必要に応じてタグを追加してから、クレデンシャルを指定します。

次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド 説明

作業環境名 Cloud Manager は、作業環境名を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システム
と Azure 仮想マシンの両方に名前を付けます。また、このオプションを選択
した場合は、事前定義されたセキュリティグループのプレフィックスとして名
前が使用されます。

リソースグループ名 新しいリソースグループのデフォルト名をそのまま使用するか、 [ デフォルト
を使用する *] をオフにして、新しいリソースグループの独自の名前を入力し
ます。Cloud Volumes ONTAP には、新しい専用のリソースグループを使用す
ることを推奨します。API を使用して既存の共有リソースグループに Cloud

Volumes ONTAP を導入することは可能ですが、データ損失のリスクがあるた
め推奨されません。詳細については、上記の警告を参照してください。

タグ タグは、 Azure リソースのメタデータです。このフィールドにタグを入力す
ると、 Cloud Volumes ONTAP システムに関連付けられているリソースグルー
プにタグが追加されます。作業環境を作成するときに、ユーザインターフェイ
スから最大 4 つのタグを追加し、作成後にさらに追加できます。API では、作
業環境の作成時にタグを 4 つに制限することはありません。タグの詳細につ
いては、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Using tags

to organize your Azure resources"。

ユーザ名とパスワード これらは、 Cloud Volumes ONTAP クラスタ管理アカウントのクレデンシャル
です。これらのクレデンシャルを使用して、 OnCommand System Manager

またはその CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP に接続できます。

 資格情報を編集します この Cloud Volumes ONTAP システムで使用する別の Azure クレデンシャル
と別の Azure サブスクリプションを選択できます。従量課金制 Cloud

Volumes ONTAP システムを導入するには、選択した Azure サブスクリプショ
ンに Azure Marketplace サブスクリプションを関連付ける必要があります。 "

クレデンシャルを追加する方法について説明します"。

次のビデオでは、 Marketplace サブスクリプションを Azure サブスクリプションに関連付ける方法を紹介
します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 (video)

4. * サービス *: サービスを有効にしておくか、 Cloud Volumes ONTAP で使用しない個々のサービスを無効
にします。

◦ "Cloud Compliance の詳細はこちらをご覧ください"。

◦ "クラウドへのバックアップの詳細については、こちらをご覧ください"。

5. * 場所と接続 * ：場所とセキュリティグループを選択し、チェックボックスを選択して Cloud Manager と
ターゲットの場所の間のネットワーク接続を確認します。

6. * ライセンスとサポートサイトのアカウント * ：従量課金制または BYOL のどちらを使用するかを指定
し、 NetApp Support Site のアカウントを指定します。
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ライセンスの仕組みについては、を参照してください "ライセンス"。

NetApp Support Site のアカウントは、従量課金制の場合は任意ですが、 BYOL システムの場合は必須で
す。 "ネットアップサポートサイトのアカウントを追加する方法について説明します"。

7. * 事前構成されたパッケージ *: パッケージの 1 つをシェル化して Cloud Volumes ONTAP システムを迅速
に配備するか、 * 独自の構成を作成 * をクリックします。

いずれかのパッケージを選択した場合は、ボリュームを指定してから、設定を確認して承認するだけで済
みます。

8. * ライセンス * ：必要に応じて Cloud Volumes ONTAP のバージョンを変更し、ライセンスを選択して、
仮想マシンのタイプを選択します。

システムの起動後に必要な変更があった場合は、後でライセンスまたは仮想マシンのタイプを変更できま
す。

選択したバージョンで新しいリリース候補、一般的な可用性、またはパッチリリースが利
用可能な場合は、作業環境の作成時に Cloud Manager によってシステムがそのバージョン
に更新されます。たとえば、 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 と 9.6 GA を選択した場合、
更新が行われます。たとえば、 9.6 から 9.7 への更新など、あるリリースから別のリリース
への更新は行われません。

9. * Azure Marketplace からサブスクライブ * ： Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP のプログラムに
よる導入を有効にできなかった場合は、以下の手順に従ってください。

10. * 基盤となるストレージリソース * ：初期アグリゲートの設定を選択します。ディスクタイプ、各ディス
クのサイズ、 BLOB ストレージへのデータ階層化を有効にするかどうかを指定します。

次の点に注意してください。

◦ ディスクタイプは初期ボリューム用です。以降のボリュームでは、別のディスクタイプを選択できま
す。

◦ ディスクサイズは、最初のアグリゲート内のすべてのディスクと、シンプルプロビジョニングオプシ
ョンを使用したときに Cloud Manager によって作成される追加のアグリゲートに適用されま
す。Advanced Allocation オプションを使用すると、異なるディスクサイズを使用するアグリゲートを
作成できます。
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ディスクの種類とサイズの選択については、を参照してください "Azure でのシステムのサイジング
"。

◦ ボリュームを作成または編集するときに、特定のボリューム階層化ポリシーを選択できます。

◦ データの階層化を無効にすると、以降のアグリゲートで有効にすることができます。

"データ階層化の詳細については、こちらをご覧ください。"。

11. * 書き込み速度と WORM * （シングルノードシステムのみ）： * Normal * または * High * 書き込み速度を
選択し、必要に応じて Write Once 、 Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにします。

書き込み速度の選択はシングルノードシステムでのみサポートされます。

"書き込み速度の詳細については、こちらをご覧ください。"。

データの階層化が有効になっていると、 WORM を有効にできません。

"WORM ストレージの詳細については、こちらをご覧ください。"。

12. * Secure Communication to Storage & WORM * （ HA のみ）： Azure ストレージアカウントへの HTTPS

接続を有効にするかどうかを選択し、必要に応じて Write Once Read Many （ WORM ）ストレージをア
クティブにします。

HTTPS 接続は、 Cloud Volumes ONTAP 9.7 の HA ペアから Azure のストレージアカウントへの接続で
す。このオプションを有効にすると、書き込みパフォーマンスに影響する可能性があります。作業環境の
作成後に設定を変更することはできません。

"WORM ストレージの詳細については、こちらをご覧ください。"。

13. * ボリュームの作成 * ：新しいボリュームの詳細を入力するか、 * スキップ * をクリックします。

このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフ
ィールドについて説明します。

フィールド 説明

サイズ 入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによっ
て大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な
物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。

アクセス制御（ NFS の
み）

エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライ
アントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のす
べてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。

権限とユーザー / グルー
プ（ CIFS のみ）

これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロ
ールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御でき
ます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユ
ーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定す
る場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があり
ます。
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フィールド 説明

スナップショットポリシ
ー

Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの
頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響
を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステム
イメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することも
できます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を
選択することもできます。

アドバンストオプション
（ NFS のみ）

ボリュームの NFS バージョンを NFSv3 または NFSv4 のいずれかで選択して
ください。

イニシエータグループと
IQN （ iSCSI のみ）

iSCSI ストレージターゲットは LUN （論理ユニット）と呼ばれ、標準のブロ
ックデバイスとしてホストに提示されます。イニシエータグループは、 iSCSI

ホストのノード名のテーブルであり、どのイニシエータがどの LUN にアクセ
スできるかを制御します。iSCSI ターゲットは、標準のイーサネットネットワ
ークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、
CNA 、または専用の HBA を使用してネットワークに接続され、 iSCSI

Qualified Name （ IQN ）で識別されます。iSCSI ボリュームを作成すると、
Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1

つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボ
リュームを作成したら、 "IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト"。

次の図は、 CIFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。

14. * CIFS セットアップ * ： CIFS プロトコルを選択した場合は、 CIFS サーバをセットアップします。

フィールド 説明

DNS プライマリおよび
セカンダリ IP アドレス

CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた
DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP

サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード
（ SRV ）が含まれている必要があります。

参加する Active Directory

ドメイン
CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。

ドメインへの参加を許可
されたクレデンシャル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための
十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
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フィールド 説明

CIFS サーバの NetBIOS
名

AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。

組織単位 CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは
CN=Computers です。Azure AD ドメインサービスを Cloud Volumes ONTAP

の AD サーバとして設定するには、このフィールドに「 * OU=AADDC

computers* 」または「 * OU=AADDC Users* 」と入力しま
す。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-

services/create-ou["Azure のドキュメント：「 Create an Organizational Unit

（ OU ；組織単位） in an Azure AD Domain Services managed domain"^]

DNS ドメイン Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。
ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。

NTP サーバ Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active

Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サー
バを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してくだ
さい "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

15. * 使用状況プロファイル、ディスクタイプ、階層化ポリシー * ： Storage Efficiency 機能を有効にするかど
うかを選択し、必要に応じてボリューム階層化ポリシーを変更します。

詳細については、を参照してください "ボリューム使用率プロファイルについて" および "データ階層化の
概要"。

16. * レビューと承認 *: 選択内容を確認して確認します。

a. 設定の詳細を確認します。

b. 詳細情報 * をクリックして、 Cloud Manager で購入するサポートと Azure リソースの詳細を確認しま
す。

c. [* I understand … * （理解しています … * ） ] チェックボックスを選択

d. [Go*] をクリックします。

結果

Cloud Manager は Cloud Volumes ONTAP システムを導入します。タイムラインで進行状況を追跡できます。

Cloud Volumes ONTAP システムの導入で問題が発生した場合は、障害メッセージを確認してください。作業
環境を選択し、 * 環境の再作成 * をクリックすることもできます。

詳細については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート"。

完了後

• CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに
付与し、それらの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ます。

• ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用します。

クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を
制限または追跡できます。
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GCP を始めましょう

『 Getting started with Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud 』

Cloud Volumes ONTAP for GCP の使用を開始するには、いくつかの手順を実行します。

 コネクタを作成します

を持っていなければ "コネクタ" ただし、アカウント管理者がアカウントを作成する必要があります。 "GCP

でコネクターを作成する方法を説明します"。

最初の Cloud Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合は、 Cloud Manager からコ
ネクタの導入を求められます。

 構成を計画

Cloud Manager には、ワークロードの要件に応じた事前設定パッケージが用意されています。または、独自
の設定を作成することもできます。独自の設定を選択する場合は、使用可能なオプションを理解しておく必要
があります。 "詳細はこちら。"。

 ネットワークをセットアップします

1. VPC とサブネットがコネクタと Cloud Volumes ONTAP 間の接続をサポートしていることを確認します。

2. ターゲット VPC からのアウトバウンドインターネットアクセスを有効にして、コネクタと Cloud

Volumes ONTAP が複数のエンドポイントに接続できるようにします。

コネクタはアウトバウンドのインターネットアクセスがないと Cloud Volumes ONTAP を管理できないた
め、この手順は重要です。アウトバウンド接続を制限する必要がある場合は、のエンドポイントのリスト
を参照してください "コネクタと Cloud Volumes ONTAP"。

"ネットワーク要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

 データ階層化用の GCP をセットアップします

Cloud Volumes ONTAP から低コストのオブジェクトストレージ（ Google Cloud Storage バケット）にコール
ドデータを階層化するには、 2 つの要件を満たす必要があります。

1. "プライベート Google アクセス用の Cloud Volumes ONTAP サブネットを設定します"。

2. "データ階層化用のサービスアカウントを設定します"：

◦ 階層化サービスアカウントに Predefined_Storage Admin_role を割り当てます。

◦ Connector サービスアカウントを階層化サービスアカウントに「 _ サービスアカウントユーザー _ 」
として追加します。
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ユーザロールを指定できます "を作成するときにウィザードの手順 3 で行います 階層化サービスのア
カウント"または "サービスアカウントの作成後にロールを付与します"。

Cloud Volumes ONTAP の作業環境を作成した場合、後で階層化サービスアカウントを選択する必要が
あります。

データの階層化を有効にせず、 Cloud Volumes ONTAP システムの作成時にサービスアカウントを選択し
た場合は、システムをオフにして、サービスアカウントを GCP コンソールから Cloud Volumes ONTAP

に追加する必要があります。

 Google Cloud API を有効にします

"プロジェクトで次の Google Cloud API を有効にします"。これらの API は、コネクタと Cloud Volumes

ONTAP を導入するために必要です。

• Cloud Deployment Manager V2 API

• クラウドロギング API

• Cloud Resource Manager API の略

• Compute Engine API

• ID およびアクセス管理（ IAM ） API

 Cloud Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP を起動します

[ 作業環境の追加 ] をクリックし、展開するシステムのタイプを選択して、ウィザードの手順を実行します。 "

詳細な手順を参照してください"。

関連リンク

• "評価中"

• "Cloud Manager からコネクタを作成します"

• "Linux ホストへの Connector ソフトウェアのインストール"

• "Cloud Manager が GCP 権限を使用して実行する処理"

Google Cloud での Cloud Volumes ONTAP 構成の計画

Google Cloud に Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、ワークロードの要件に合わ
せて事前設定されたシステムを選択するか、または独自の設定を作成できます。独自の
設定を選択する場合は、使用可能なオプションを理解しておく必要があります。

ライセンスタイプの選択

Cloud Volumes ONTAP には、従量課金制とお客様所有のライセンスを使用（ BYOL ）の 2 種類の料金プラン
があります。従量課金制の場合は、 Explore 、 Standard 、 Premium の 3 つのライセンスから選択できま
す。ライセンスごとに容量とコンピューティングのオプションが異なります。
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"GCP の Cloud Volumes ONTAP 9.7 でサポートされている構成"

ストレージの制限を理解する

Cloud Volumes ONTAP システムの未フォーマット時の容量制限は、ライセンスに関連付けられています。追
加の制限は、アグリゲートとボリュームのサイズに影響します。設定を計画する際には、これらの制限に注意
する必要があります。

"GCP の Cloud Volumes ONTAP 9.7 でのストレージの制限"

GCP でシステムのサイジングを行う

Cloud Volumes ONTAP システムのサイジングを行うことで、パフォーマンスと容量の要件を満たすのに役立
ちます。マシンタイプ、ディスクタイプ、およびディスクサイズを選択する際には、次の点に注意してくださ
い。

マシンのタイプ

でサポートされているマシンタイプを確認します "Cloud Volumes ONTAP リリースノート" 次に、サポー
トされている各マシンタイプについて Google の詳細を確認します。ワークロードの要件を、マシンタイ
プの vCPU とメモリの数と一致させます。各 CPU コアは、ネットワークパフォーマンスを向上させるこ
とに注意してください。

詳細については、以下を参照してください。

• "Google Cloud ドキュメント： N1 標準マシンタイプ"

• "Google Cloud のドキュメント：「 Performance"

GCP ディスクタイプ

Cloud Volumes ONTAP 用のボリュームを作成する際には、 Cloud Volumes ONTAP がディスクに使用する
基盤となるクラウドストレージを選択する必要があります。ディスクタイプには、 _Zonal SSD persistent

disks _ または _Zonal standard persistent disks _ を指定できます。

SSD 永続ディスクはランダム IOPS の高い処理速度を必要とするワークロードに最適ですが、標準的な永
続ディスクは経済的で、シーケンシャル読み取り / 書き込み処理にも対応できます。詳細については、を
参照してください "Google Cloud のドキュメント：「ゾーン永続ディスク（標準および SSD ）」"。

GCP ディスクサイズ

Cloud Volumes ONTAP システムを導入する際には、初期ディスクサイズを選択する必要があります。その
あと、システムの容量を Cloud Manager で管理できるようになりますが、アグリゲートを手動で作成する
場合は、次の点に注意してください。

• アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

• パフォーマンスを考慮しながら、必要なスペースを判断します。

• パーシステントディスクのパフォーマンスは、システムで使用可能なディスクサイズと vCPU の数に
応じて自動的に拡張されます。

詳細については、以下を参照してください。

◦ "Google Cloud のドキュメント：「ゾーン永続ディスク（標準および SSD ）」"

◦ "Google Cloud のドキュメント：「 Optimizing Persistent Disk and Local SSD Performance"
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GCP ネットワーク情報ワークシート

GCP で Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、仮想ネットワークの詳細を指定する必要があります。ワ
ークシートを使用して、管理者から情報を収集できます。

GCP 情報 あなたの価値

地域

ゾーン

vPC ネットワーク

サブネット

ファイアウォールポリシー（独
自のポリシーを使用している場
合）

書き込み速度の選択

Cloud Manager では、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムの書き込み速度設定を選択できま
す。書き込み速度を選択する前に、高速書き込みを使用する場合の標準設定と高設定の違い、およびリスクと
推奨事項を理解しておく必要があります。

通常の書き込み速度と高速書き込み速度の差

通常の書き込み速度を選択すると、データはディスクに直接書き込まれるため、計画外のシステム停止が発生
した場合にデータが失われる可能性が低くなります。

高速書き込みを選択すると、データはディスクに書き込まれる前にメモリにバッファされるため、書き込みパ
フォーマンスが向上します。このキャッシュにより、計画外のシステム停止が発生した場合にデータが失われ
る可能性があります。

計画外のシステム停止が発生した場合に失われる可能性があるデータの量は、最後の 2 つの整合ポイントの
範囲です。整合ポイントとは、バッファされたデータをディスクに書き込むことです。整合ポイントは、書き
込みログがいっぱいになったとき、または 10 秒後（どちらか早い方）に発生します。ただし、 AWS EBS ボ
リュームのパフォーマンスは、整合ポイントの処理時間に影響を与える可能性があります。

高速書き込みを使用する場合

高速書き込みは、ワークロードに高速書き込みパフォーマンスが必要な場合に最適です。また、予期しないシ
ステム停止が発生した場合にも、データ損失のリスクに耐えることができます。

高速書き込みを使用する場合の推奨事項

高速書き込みを有効にする場合は、アプリケーション層で書き込み保護を確保する必要があります。

ボリューム使用プロファイルの選択

ONTAP には、必要なストレージの合計容量を削減できるストレージ効率化機能がいくつか搭載されていま
す。Cloud Manager でボリュームを作成する場合は、これらの機能を有効にするプロファイルを選択する
か、無効にするプロファイルを選択できます。これらの機能の詳細については、使用するプロファイルを決定
する際に役立ちます。
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NetApp Storage Efficiency 機能には、次のようなメリットがあります。

シンプロビジョニング

物理ストレージプールよりも多くの論理ストレージをホストまたはユーザに提供します。ストレージスペ
ースは、事前にストレージスペースを割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームに動的に
割り当てられます。

重複排除

同一のデータブロックを検索し、単一の共有ブロックへの参照に置き換えることで、効率を向上します。
この手法では、同じボリュームに存在するデータの冗長ブロックを排除することで、ストレージ容量の要
件を軽減します。

圧縮

プライマリ、セカンダリ、アーカイブストレージ上のボリューム内のデータを圧縮することで、データの
格納に必要な物理容量を削減します。

GCP で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するためのネットワーク要件

Cloud Volumes ONTAP システムが正常に動作するように、 Google Cloud Platform ネッ
トワークをセットアップします。これには、コネクタと Cloud Volumes ONTAP のネッ
トワークも含まれます。

Cloud Volumes ONTAP の要件

GCP では、次の要件を満たす必要があります。

仮想プライベートクラウド

Cloud Volumes ONTAP とコネクタは、 Google Cloud の共有 VPC と非共有 VPC でサポートされます。

共有 VPC を使用すると、複数のプロジェクトの仮想ネットワークを設定し、一元管理できます。ホストプ
ロジェクト _ で共有 VPC ネットワークをセットアップし、 Connector および Cloud Volumes ONTAP 仮
想マシンインスタンスをサービスプロジェクト _ で導入できます。 "Google Cloud のドキュメント：「
Shared VPC Overview"。

共有 VPC を使用する場合の唯一の要件は、です を指定します "Compute Network User ロール" をコネク
タサービスアカウントに追加します。Cloud Manager は、ホストプロジェクトのファイアウォール、 VPC

、およびサブネットを照会するためにこれらの権限を必要とします。

Cloud Volumes ONTAP 用のアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Volumes ONTAP では、ネットアップ AutoSupport にメッセージを送信するためにアウトバウンド
インターネットアクセスが必要です。ネットアップ AutoSupport は、ストレージの健全性をプロアクティ
ブに監視します。

Cloud Volumes ONTAP が AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファイ
アウォールポリシーで次のエンドポイントへの HTTP / HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

• \ https://support.netapp.com/aods/asupmessage

• \ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"AutoSupport の設定方法について説明します"。
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IP アドレスの数

Cloud Manager は、 GCP の Cloud Volumes ONTAP に 5 つの IP アドレスを割り当てます。

Cloud Manager では、 GCP の Cloud Volumes ONTAP 用の SVM 管理 LIF は作成されません。

LIF は、物理ポートに関連付けられた IP アドレスです。SnapCenter などの管理ツールに
は、 SVM 管理 LIF が必要です。

ファイアウォールルール

ファイアウォールルールを作成する必要はありません。ファイアウォールルールは Cloud Manager で自動
的に作成されます。独自のファイアウォールを使用する必要がある場合は、以下のファイアウォールルー
ルを参照してください。

の Cloud Volumes ONTAP から Google Cloud Storage への接続 データ階層化

コールドデータを Google Cloud Storage バケットに階層化する場合は、 Cloud Volumes ONTAP が配置さ
れているサブネットをプライベート Google アクセス用に構成する必要があります。手順については、を
参照してください "Google Cloud のドキュメント：「 Configuring Private Google Access"。

Cloud Manager でデータの階層化を設定するための追加の手順については、を参照してください "コール
ドデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化する"。

他のネットワーク内の ONTAP システムへの接続

GCP 内の Cloud Volumes ONTAP システムと他のネットワーク内の ONTAP システムの間でデータをレプ
リケートするには、 VPC と他のネットワーク（たとえば社内ネットワーク）の間に VPN 接続が必要で
す。

手順については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント：「 Cloud VPN Overview"。

コネクタの要件

コネクタがパブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できるように、ネットワークを設定しま
す。最も重要なステップは、さまざまなエンドポイントへのアウトバウンドインターネットアクセスを確保す
ることです。

ネットワークでインターネットへのすべての通信にプロキシサーバを使用している場合は、 [

設定 ] ページでプロキシサーバを指定できます。を参照してください "プロキシサーバを使用す
るようにコネクタを設定します"。

ターゲットネットワークへの接続

コネクタには、 Cloud Volumes ONTAP を導入する VPC および VNet へのネットワーク接続が必要です。

たとえば、企業ネットワークにコネクタを設置する場合は、 Cloud Volumes ONTAP を起動する VPC または
VNet への VPN 接続を設定する必要があります。

アウトバウンドインターネットアクセス

Connector では、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するためにアウトバウンドインター
ネットアクセスが必要です。コネクタは、 GCP でリソースを管理する際に次のエンドポイントに接続しま
す。
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エンドポイント 目的

\ https://www.googleapis.com GCP で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するため
に、 Connector から Google API に接続できるようにしま
す。

\ https://api.services.cloud.netapp.com:443 NetApp Cloud Central への API 要求。

\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-

1.amazonaws.com
ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレート
にアクセスできます。

\ https://repo.cloud.support.netapp.com Cloud Manager の依存関係のダウンロードに使用します。

\ http://repo.mysql.com/ MySQL のダウンロードに使用します。

¥ https://cognito-idp.us-east-

1.amazonaws.com ¥ https://cognito-

identity.us-east-1.amazonaws.com ¥

https://sts.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com-

accelerated.s3.amazonaws.com

コネクタがマニフェスト、テンプレート、および Cloud

Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダ
ウンロードできるようにします。

\ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io Docker を実行しているインフラのコンテナコンポーネントの
ソフトウェアイメージにアクセスでき、 Cloud Manager との
サービス統合のためのソリューションを提供します。

\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングで
きるようにします。

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスと
の通信。

https://netapp-cloud-account.auth0.com NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的
に行うことができます。

https://mysupport.netapp.com をご覧ください ネットアップ AutoSupport との通信：

¥ https://support.netapp.com/svcgw ¥

https://support.netapp.com/ServiceGW/

entitlement ¥ https://eval.lic.netapp.com.s3.us-

west-1.amazonaws.com ¥ https://cloud-

support-netapp-com.s3.us-west-

1.amazonaws.com

システムライセンスとサポート登録を行うためのネットアッ
プとの通信

\ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com Cloud Manager でライセンスを生成できます（ Cloud

Volumes ONTAP 用の FlexCache ライセンスなど）。

¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥

https://github.com/NetApp/trident/releases/

download/

Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接
続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp

Trident をインストールできます。
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エンドポイント 目的

次のようなさまざまなサードパーティの場所
があります。

• https://repo1.maven.org/maven2 です

• https://oss.sonType.org/content/repository

を参照してください

• https://repo.typafe.org にアクセスします

サードパーティの所在地は変更される可能性
があります。

アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依
存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

SaaS ユーザインターフェイスからほとんどのタスクを実行する必要がありますが、ローカルユーザインター
フェイスは引き続きコネクタで使用できます。Web ブラウザを実行するマシンは、次のエンドポイントに接
続する必要があります。

エンドポイント 目的

コネクタホスト Cloud Manager コンソールをロードするには、 Web ブラウ
ザでホストの IP アドレスを入力する必要があります。

クラウドプロバイダへの接続に応じて、ホストに割り当てら
れたプライベート IP またはパブリック IP を使用できます。

• プライベート IP は、 VPN とがある場合に機能します 仮
想ネットワークへの直接アクセス

• パブリック IP は、あらゆるネットワークシナリオで機能
します

いずれの場合も、セキュリティグループのルールで許可され
た IP またはサブネットからのアクセスのみを許可すること
で、ネットワークアクセスを保護する必要があります。

¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥

https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥

https://services.cloud.netapp.com

Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、 NetApp

Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。

\ https://widget.intercom.io 製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキス
パートと会話できます。

Cloud Volumes ONTAP のファイアウォールルール

Cloud Manager が作成する GCP ファイアウォールルールには、 Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP

が正常に動作するために必要なインバウンドとアウトバウンドのルールが含まれています。テスト目的でポー
トを参照したり、独自のセキュリティグループを使用したりする場合に使用します。

Cloud Volumes ONTAP のファイアウォールルールには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必
要です。
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インバウンドルール

定義済みセキュリティグループのインバウンドルールの送信元は 0.0.0.0/0 です。

プロトコ
ル

ポート 目的

すべての
ICMP

すべて インスタンスの ping を実行します

HTTP 80 クラスタ管理 LIF の IP アドレスを使用した System Manager Web コンソールへの
HTTP アクセス

HTTPS 443 クラスタ管理 LIF の IP アドレスを使用した System Manager Web コンソールへの
HTTPS アクセス

SSH 22 クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF の IP アドレスへの SSH アクセス

TCP 111 NFS のリモートプロシージャコール

TCP 139 CIFS の NetBIOS サービスセッション

TCP 161-162 簡易ネットワーク管理プロトコル

TCP 445 NetBIOS フレーム同期を使用した Microsoft SMB over TCP

TCP 635 NFS マウント

TCP 749 Kerberos

TCP 2049 NFS サーバデーモン

TCP 3260 iSCSI データ LIF を介した iSCSI アクセス

TCP 4045 NFS ロックデーモン

TCP 4046 NFS のネットワークステータスモニタ

TCP 10000 NDMP を使用したバックアップ

TCP 11104 SnapMirror のクラスタ間通信セッションの管理

TCP 11105 クラスタ間 LIF を使用した SnapMirror データ転送

UDP 111 NFS のリモートプロシージャコール

UDP 161-162 簡易ネットワーク管理プロトコル

UDP 635 NFS マウント

UDP 2049 NFS サーバデーモン

UDP 4045 NFS ロックデーモン

UDP 4046 NFS のネットワークステータスモニタ

UDP 4049 NFS rquotad プロトコル

アウトバウンドルール

Cloud Volumes 用の事前定義済みセキュリティグループ ONTAP は、すべての発信トラフィックをオープンし
ます。これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、
高度なアウトバウンドルールを使用します。
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基本的なアウトバウンドルール

Cloud Volumes ONTAP 用の定義済みセキュリティグループには、次のアウトバウンドルールが含まれていま
す。

プロトコル ポート 目的

すべての ICMP すべて すべての発信トラフィック

すべての TCP すべて すべての発信トラフィック

すべての UDP すべて すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに厳格なルールが必要な場合は、次の情報を使用して、 Cloud Volumes ONTAP による発信
通信に必要なポートのみを開くことができます。

source は、 Cloud Volumes ONTAP システムのインターフェイス（ IP アドレス）です。
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サービス プロトコ
ル

ポー
ト

ソース 宛先 目的

Active

Directory

TCP 88 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

UDP 137 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサービス

UDP 138 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラムサービス

TCP 139 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセッション

TCP およ
び UDP

389 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

LDAP

TCP 445 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同期を使用した
Microsoft SMB over TCP

TCP 464 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワードの変更と設
定（ SET_CHANGE ）

UDP 464 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

TCP 749 ノード管理 LIF Active Directory フォ
レスト

Kerberos V Change & Set Password

（ RPCSEC_GSS ）

TCP 88 データ LIF （ NFS

、 CIFS 、 iSCSI ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

UDP 137 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサービス

UDP 138 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラムサービス

TCP 139 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセッション

TCP およ
び UDP

389 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

LDAP

TCP 445 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同期を使用した
Microsoft SMB over TCP

TCP 464 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワードの変更と設
定（ SET_CHANGE ）

UDP 464 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

TCP 749 データ LIF （ NFS

、 CIFS ）
Active Directory フォ
レスト

Kerberos V Change & Set Password

（ RPCSEC_GSS ）
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サービス プロトコ
ル

ポー
ト

ソース 宛先 目的

クラスタ すべての
トラフィ
ック

すべ
ての
トラ
フィ
ック

1 つのノード上のす
べての LIF

もう一方のノードの
すべての LIF

クラスタ間通信（ Cloud Volumes

ONTAP HA のみ）

TCP 3000 ノード管理 LIF HA メディエータ ZAPI コール（ Cloud Volumes

ONTAP HA のみ）

ICMP 1. ノード管理 LIF HA メディエータ キープアライブ（ Cloud Volumes

ONTAP HA のみ）

DHCP UDP 68 ノード管理 LIF DHCP 初回セットアップ用の DHCP クラ
イアント

DHCP UDP 67 ノード管理 LIF DHCP DHCP サーバ

DNS UDP 53 ノード管理 LIF とデ
ータ LIF （ NFS 、
CIFS ）

DNS DNS

NDMP TCP 1860

0 ～
1869

9

ノード管理 LIF 宛先サーバ NDMP コピー

SMTP TCP 25 ノード管理 LIF メールサーバ SMTP アラート。 AutoSupport に使
用できます

SNMP TCP 161 ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

UDP 161 ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

TCP 162 ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

UDP 162 ノード管理 LIF サーバを監視します SNMP トラップによる監視

SnapMirr

or

TCP 1110

4
クラスタ間 LIF ONTAP クラスタ間

LIF

SnapMirror のクラスタ間通信セッ
ションの管理

TCP 1110

5
クラスタ間 LIF ONTAP クラスタ間

LIF

SnapMirror によるデータ転送

syslog UDP 514 ノード管理 LIF syslog サーバ syslog 転送メッセージ

コネクタのファイアウォールルール

コネクタのファイアウォールルールには、インバウンドとアウトバウンドの両方のルールが必要です。

インバウンドルール

定義済みのファイアウォールルールのインバウンドルールのソースは 0.0.0.0/0 です。
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プロトコ
ル

ポート 目的

SSH 22 コネクタホストへの SSH アクセスを提供します

HTTP 80 クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTP アクセスを提供します ユーザイ
ンターフェイス

HTTPS 443 クライアント Web ブラウザからローカルへの HTTPS アクセスを提供します ユーザイ
ンターフェイス

アウトバウンドルール

コネクタの定義済みファイアウォールルールによって、すべてのアウトバウンドトラフィックが開かれます。
これが可能な場合は、基本的なアウトバウンドルールに従います。より厳格なルールが必要な場合は、高度な
アウトバウンドルールを使用します。

基本的なアウトバウンドルール

コネクタの定義済みファイアウォールルールには、次のアウトバウンドルールが含まれています。

プロトコル ポート 目的

すべての TCP すべて すべての発信トラフィック

すべての UDP すべて すべての発信トラフィック

高度なアウトバウンドルール

発信トラフィックに固定ルールが必要な場合は、次の情報を使用して、コネクタによる発信通信に必要なポー
トだけを開くことができます。

送信元 IP アドレスは、コネクタホストです。
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サービス プロトコル ポート 宛先 目的

Active Directory TCP 88 Active Directory フォ
レスト

Kerberos V 認証

TCP 139 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS サービスセ
ッション

TCP 389 Active Directory フォ
レスト

LDAP

TCP 445 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS フレーム同
期を使用した
Microsoft SMB over

TCP

TCP 464 Active Directory フォ
レスト

Kerberos V パスワー
ドの変更と設定（
SET_CHANGE ）

TCP 749 Active Directory フォ
レスト

Active Directory

Kerberos v の変更と
パスワードの設定（
RPCSEC_GSS ）

UDP 137 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS ネームサー
ビス

UDP 138 Active Directory フォ
レスト

NetBIOS データグラ
ムサービス

UDP 464 Active Directory フォ
レスト

Kerberos キー管理

API コールと
AutoSupport

HTTPS 443 アウトバウンドイン
ターネットおよび
ONTAP クラスタ管
理 LIF

GCP および ONTAP

への API コール、お
よびネットアップへ
の AutoSupport メッ
セージの送信

API コール TCP 3000 ONTAP クラスタ管
理 LIF

ONTAP への API コ
ール

DNS UDP 53 DNS Cloud Manager によ
る DNS 解決に使用
されます

お客様が管理する暗号化キーを Cloud Volumes ONTAP で使用する

Google Cloud Storage では、データがディスクに書き込まれる前に必ず暗号化されます
が、 Cloud Manager API を使用して、 _ お客様が管理する暗号化キー _ を使用する
Cloud Volumes ONTAP システムを作成できます。これらは、 Cloud Key Management

Service を使用して GCP で生成および管理するキーです。

手順

1. 暗号化キーを使用する権限を Connector サービスアカウントに付与します。
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2. /GCP/VSA/metadata/GCP-encryption-keys API の get コマンドを呼び出して、キーの「 id 」を取得しま
す。

3. 作業環境を作成するときは、 API 要求で "GcpEncryption" パラメータを使用します。

◦ 例 *

"gcpEncryptionParameters": {

    "key": "projects/tlv-support/locations/us-

east4/keyRings/Nikiskeys/cryptoKeys/generatedkey1"

  }

を参照してください "API 開発者ガイド" "GcpEncryption" パラメータの使用方法の詳細については、を参照し
てください。

GCP での Cloud Volumes ONTAP の起動

GCP では、作業環境を作成することで、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP シス
テムを起動できます。
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必要なもの

• を用意しておく必要があります "ワークスペースに関連付けられているコネクタ"。

コネクタを作成するには、アカウント管理者である必要があります。最初の Cloud

Volumes ONTAP 作業環境を作成する際、まだコネクタがない場合はコネクタの作成を求め
るメッセージが表示されます。

• "コネクタをで実行したままにする準備をしておく必要があります 常時"。

• 構成を選択し、管理者から GCP ネットワーキング情報を入手しておく必要があります。詳細について
は、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 構成を計画"。

• BYOL システムを導入するには、ノードごとに 20 桁のシリアル番号（ライセンスキー）が必要です。

• 次の Google Cloud API を使用する必要があります "プロジェクトで有効にします"：

◦ Cloud Deployment Manager V2 API

◦ クラウドロギング API

◦ Cloud Resource Manager API の略

◦ Compute Engine API

◦ ID およびアクセス管理（ IAM ） API

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、 [ * 作業環境の追加 * ] をクリックし、画面の指示に従います。

2. * 場所を選択 * ：「 * Google Cloud * 」と「 * Cloud Volumes ONTAP * 」を選択します。

3. * 詳細とクレデンシャル * ：プロジェクトを選択し、クラスタ名を指定し、必要に応じてラベルを追加し
て、クレデンシャルを指定します。

次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド 説明

作業環境名 Cloud Manager は、作業環境名を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システム
と GCP VM インスタンスの両方に名前を付けます。また、このオプションを
選択した場合は、事前定義されたセキュリティグループのプレフィックスとし
て名前が使用されます。

ラベルを追加します ラベルは GCP リソースのメタデータです。Cloud Manager によって、システ
ムに関連付けられた Cloud Volumes ONTAP システムと GCP リソースにラベ
ルが追加されます。作業環境の作成時にユーザインターフェイスからラベルを
4 つまで追加し、その後追加することができます。API では、作業環境の作成
時にラベルを 4 つに制限することはありません。ラベルの詳細については、
を参照してください "Google Cloud のドキュメント：「 Labeling

Resources"。

ユーザ名とパスワード これらは、 Cloud Volumes ONTAP クラスタ管理アカウントのクレデンシャル
です。このクレデンシャルを使用して、 System Manager またはその CLI か
ら Cloud Volumes ONTAP に接続できます。
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フィールド 説明

プロジェクトを編集しま
す

Cloud Volumes ONTAP を配置するプロジェクトを選択します。デフォルトプ
ロジェクトは、 Cloud Manager が配置されているプロジェクトです。

ドロップダウンリストにプロジェクトが表示されない場合は、 Cloud

Manager サービスアカウントを他のプロジェクトに関連付けていませ
ん。Google Cloud コンソールに移動し、 IAM サービスを開き、プロジェクト
を選択します。Cloud Manager ロールが割り当てられたサービスアカウント
をそのプロジェクトに追加します。プロジェクトごとにこの手順を繰り返す
必要があります。

これは Cloud Manager 用に設定するサービスアカウントです。
"このページの手順 2b で説明されているように"。

[ サブスクリプションの追加 ] をクリックして、選択した資格情報をサブスク
リプションに関連付けます。

従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、 GCP

Marketplace から Cloud Volumes ONTAP へのサブスクリプションに関連付け
られている GCP プロジェクトを選択する必要があります。

次のビデオでは、従量課金制の Marketplace サブスクリプションを GCP プロジェクトに関連付ける方法
を説明します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_gcp.mp4 (video)

4. * 場所と接続性 * ：場所を選択し、ファイアウォールポリシーを選択して、データ階層化のための Google

Cloud ストレージへのネットワーク接続を確認するチェックボックスを選択します。

コールドデータを Google Cloud Storage バケットに階層化する場合は、 Cloud Volumes ONTAP が配置さ
れているサブネットをプライベート Google アクセス用に構成する必要があります。手順については、を
参照してください "Google Cloud のドキュメント：「 Configuring Private Google Access"。

5. * ライセンスとサポートサイトのアカウント * ：従量課金制または BYOL のどちらを使用するかを指定
し、 NetApp Support Site のアカウントを指定します。

ライセンスの仕組みについては、を参照してください "ライセンス"。

NetApp Support Site のアカウントは、従量課金制の場合は任意ですが、 BYOL システムの場合は必須で
す。 "ネットアップサポートサイトのアカウントを追加する方法について説明します"。

6. * 構成済みパッケージ * ： Cloud Volumes ONTAP システムを迅速に導入するパッケージを 1 つ選択する
か、 * 独自の構成を作成 * をクリックします。

いずれかのパッケージを選択した場合は、ボリュームを指定してから、設定を確認して承認するだけで済
みます。

7. * ライセンス * ：必要に応じて Cloud Volumes ONTAP のバージョンを変更し、ライセンスを選択して、
仮想マシンのタイプを選択します。
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システムの起動後に必要な変更があった場合は、後でライセンスまたは仮想マシンのタイプを変更できま
す。

選択したバージョンで新しいリリース候補、一般的な可用性、またはパッチリリースが利
用可能な場合は、作業環境の作成時に Cloud Manager によってシステムがそのバージョン
に更新されます。たとえば、 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 と 9.6 GA を選択した場合、
更新が行われます。たとえば、 9.6 から 9.7 への更新など、あるリリースから別のリリース
への更新は行われません。

8. * 基盤となるストレージリソース * ：初期アグリゲートの設定、つまりディスクタイプと各ディスクのサ
イズを選択します。

ディスクタイプは初期ボリューム用です。以降のボリュームでは、別のディスクタイプを選択できます。

ディスクサイズは、最初のアグリゲート内のすべてのディスクと、シンプルプロビジョニングオプション
を使用したときに Cloud Manager によって作成される追加のアグリゲートに適用されます。Advanced

Allocation オプションを使用すると、異なるディスクサイズを使用するアグリゲートを作成できます。

ディスクの種類とサイズの選択については、を参照してください "GCP でシステムのサイジングを行う
"。

9. * Write Speed & WORM * ：「 * Normal * 」または「 * High * write speed 」を選択し、必要に応じて
Write Once 、 Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにします。

書き込み速度の選択はシングルノードシステムでのみサポートされます。

"書き込み速度の詳細については、こちらをご覧ください。"。

データの階層化が有効になっていると、 WORM を有効にできません。

"WORM ストレージの詳細については、こちらをご覧ください。"。

10. * Google Cloud Platform でのデータ階層化 * ： 最初のアグリゲートでデータの階層化を有効にするかどう
かを選択し、階層化データのストレージクラスを選択してから、事前に定義された Storage Admin ロール
を持つサービスアカウント（ Cloud Volumes ONTAP 9.7 の場合に必要）を選択するか、 GCP アカウント
（ Cloud Volumes ONTAP 9.6 の場合に必要）を選択します。

175



次の点に注意してください。

◦ Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスにサービスアカウントを設定します。この
サービスアカウントは、 Google Cloud Storage バケットへのデータ階層化の権限を提供しま
す。Cloud Manager サービスアカウントは階層化サービスアカウントのユーザとして追加してくださ
い。そうしないと、 Cloud Manager から選択できません。

◦ GCP アカウントの追加については、を参照してください "でのデータ階層化のための GCP アカウン
トの設定と追加 9.6."。

◦ ボリュームを作成または編集するときに、特定のボリューム階層化ポリシーを選択できます。

◦ データの階層化を無効にした場合は、後続のアグリゲートで有効にできますが、システムをオフにし
て GCP コンソールからサービスアカウントを追加する必要があります。

"データ階層化の詳細については、こちらをご覧ください。"。

11. * ボリュームの作成 * ：新しいボリュームの詳細を入力するか、 * スキップ * をクリックします。

このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフ
ィールドについて説明します。

フィールド 説明

サイズ 入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによっ
て大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な
物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。

アクセス制御（ NFS の
み）

エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライ
アントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のす
べてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。

権限とユーザー / グルー
プ（ CIFS のみ）

これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロ
ールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御でき
ます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユ
ーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定す
る場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があり
ます。

スナップショットポリシ
ー

Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの
頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響
を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステム
イメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することも
できます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を
選択することもできます。

アドバンストオプション
（ NFS のみ）

ボリュームの NFS バージョンを NFSv3 または NFSv4 のいずれかで選択して
ください。
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フィールド 説明

イニシエータグループと
IQN （ iSCSI のみ）

iSCSI ストレージターゲットは LUN （論理ユニット）と呼ばれ、標準のブロ
ックデバイスとしてホストに提示されます。イニシエータグループは、 iSCSI

ホストのノード名のテーブルであり、どのイニシエータがどの LUN にアクセ
スできるかを制御します。iSCSI ターゲットは、標準のイーサネットネットワ
ークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、
CNA 、または専用の HBA を使用してネットワークに接続され、 iSCSI

Qualified Name （ IQN ）で識別されます。iSCSI ボリュームを作成すると、
Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1

つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボ
リュームを作成したら、 "IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト"。

次の図は、 CIFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。

12. * CIFS セットアップ * ： CIFS プロトコルを選択した場合は、 CIFS サーバをセットアップします。

フィールド 説明

DNS プライマリおよび
セカンダリ IP アドレス

CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた
DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP

サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード
（ SRV ）が含まれている必要があります。

参加する Active Directory

ドメイン
CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。

ドメインへの参加を許可
されたクレデンシャル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための
十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

CIFS サーバの NetBIOS
名

AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。

組織単位 CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは
CN=Computers です。

DNS ドメイン Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。
ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。
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フィールド 説明

NTP サーバ Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active

Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サー
バを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してくだ
さい "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

13. * 使用状況プロファイル、ディスクタイプ、階層化ポリシー * ： Storage Efficiency 機能を有効にするかど
うかを選択し、必要に応じてボリューム階層化ポリシーを変更します。

詳細については、を参照してください "ボリューム使用率プロファイルについて" および "データ階層化の
概要"。

14. * レビューと承認 *: 選択内容を確認して確認します。

a. 設定の詳細を確認します。

b. [ 詳細情報 * （ More information * ） ] をクリックして、 Cloud Manager が購入するサポートと GCP

リソースの詳細を確認します。

c. [* I understand … * （理解しています … * ） ] チェックボックスを選択

d. [Go*] をクリックします。

結果

Cloud Manager は Cloud Volumes ONTAP システムを導入します。タイムラインで進行状況を追跡できます。

Cloud Volumes ONTAP システムの導入で問題が発生した場合は、障害メッセージを確認してください。作業
環境を選択し、 * 環境の再作成 * をクリックすることもできます。

詳細については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート"。

完了後

• CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに
付与し、それらの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ます。

• ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用します。

クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を
制限または追跡できます。

ストレージをプロビジョニングおよび管理する

ストレージのプロビジョニング

ボリュームおよびアグリゲートを管理することで、 Cloud Manager から Cloud Volumes

ONTAP システムに追加のストレージをプロビジョニングできます。

すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があり
ます。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、シス
テムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウド
プロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。
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FlexVol ボリュームの作成

Cloud Volumes ONTAP システムの起動後にストレージの追加が必要になった場合は、 Cloud Manager から
NFS 、 CIFS 、または iSCSI 用の新しい FlexVol ボリュームを作成できます。

このタスクについて

iSCSI ボリュームを作成すると、 Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに
1 つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボリュームを作成したら、 IQN

を使用して、から LUN に接続します ホスト。

LUN は、 System Manager または CLI を使用して追加で作成できます。

作業を開始する前に

AWS で CIFS を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。詳細について
は、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP for AWS のネットワーク要件"。

手順

1. 作業環境のページで、 FlexVol ボリュームをプロビジョニングする Cloud Volumes ONTAP システムの名
前をダブルクリックします。

2. アグリゲートまたは特定のアグリゲートに新しいボリュームを作成します。

アクション 手順

新しいボリュームを作成し、
Cloud Manager に包含アグリ
ゲートを選択させます

[ 新しいボリュームの追加 ] をクリックします。

特定のアグリゲートに新しい
ボリュームを作成します

a. メニューアイコンをクリックし、 [ * 詳細設定 ] 、 [ 詳細な割り当て *

] の順にクリックします。

b. アグリゲートのメニューをクリックします。

c. [ ボリュームの作成 ] をクリックします。

3. 新しいボリュームの詳細を入力し、 * Continue * をクリックします。

このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフ
ィールドについて説明します。

フィールド 説明

サイズ 入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによっ
て大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な
物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。

アクセス制御（ NFS の
み）

エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライ
アントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のす
べてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。
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フィールド 説明

権限とユーザー / グルー
プ（ CIFS のみ）

これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロ
ールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御でき
ます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユ
ーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定す
る場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があり
ます。

スナップショットポリシ
ー

Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの
頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響
を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステム
イメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することも
できます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を
選択することもできます。

アドバンストオプション
（ NFS のみ）

ボリュームの NFS バージョンを NFSv3 または NFSv4 のいずれかで選択して
ください。

イニシエータグループと
IQN （ iSCSI のみ）

iSCSI ストレージターゲットは LUN （論理ユニット）と呼ばれ、標準のブロ
ックデバイスとしてホストに提示されます。イニシエータグループは、 iSCSI

ホストのノード名のテーブルであり、どのイニシエータがどの LUN にアクセ
スできるかを制御します。iSCSI ターゲットは、標準のイーサネットネットワ
ークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、
CNA 、または専用の HBA を使用してネットワークに接続され、 iSCSI

Qualified Name （ IQN ）で識別されます。iSCSI ボリュームを作成すると、
Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1

つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボ
リュームを作成したら、 "IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト"。

4. CIFS プロトコルを選択し、 CIFS サーバがセットアップされていない場合は、 Create a CIFS Server （
CIFS サーバの作成）ダイアログボックスでサーバの詳細を指定し、 * Save and continue * をクリックし
ます。

フィールド 説明

DNS プライマリおよびセカン
ダリ IP アドレス

CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リスト
された DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active

Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービス
ロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。

参加する Active Directory ドメ
イン

CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。

ドメインへの参加を許可され
たクレデンシャル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加する
ための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

CIFS サーバの NetBIOS 名 AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。
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フィールド 説明

組織単位 CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは
CN=Computers です。

• AWS Managed Microsoft AD を Cloud Volumes ONTAP の AD サーバ
として設定するには、このフィールドに「 * OU=computers 、
OU=corp * 」と入力します。

• Azure AD ドメインサービスを Cloud Volumes ONTAP の AD サーバ
として設定するには、このフィールドに「 * OU=AADDC computers*

」または「 * OU=AADDC Users* 」と入力しま
す。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-

services/create-ou["Azure のドキュメント：「 Create an

Organizational Unit （ OU ；組織単位） in an Azure AD Domain

Services managed domain"^]

DNS ドメイン Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメ
イン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。

NTP サーバ Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active

Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP

サーバを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照
してください "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

5. Usage Profile 、 Disk Type 、および Tiering Policy ページで、 Storage Efficiency 機能を有効にするかどう
かを選択し、ディスクタイプを選択し、必要に応じて階層化ポリシーを編集します。

ヘルプについては、次のトピックを参照してください。

◦ "ボリューム使用率プロファイルについて"

◦ "AWS でのシステムのサイジング"

◦ "Azure でのシステムのサイジング"

◦ "データ階層化の概要"

6. [Go*] をクリックします。

結果

Cloud Volumes ONTAP がボリュームをプロビジョニングします。

完了後

CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに付与
し、それらの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ます。

ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用する必要があります。クォー
タを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を制限または
追跡できます。

HA の 2 つ目のノードでの FlexVol ボリュームの作成 設定

デフォルトでは、 Cloud Manager は HA 構成の最初のノードにボリュームを作成します。両方のノードがク
ライアントにデータを提供するアクティブ / アクティブ構成が必要な場合は、 2 番目のノードにアグリゲート
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とボリュームを作成する必要があります。

手順

1. [ 作業環境（ Working Environments ） ] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業
環境の名前をダブルクリックします。

2. メニューアイコンをクリックし、 [ * 詳細設定 ] > [ 高度な割り当て * ] をクリックします。

3. Add Aggregate * をクリックして、アグリゲートを作成します。

4. Home Node には、 HA ペアの 2 番目のノードを選択します。

5. Cloud Manager でアグリゲートが作成されたら、そのアグリゲートを選択して * ボリュームの作成 * をク
リックします。

6. 新しいボリュームの詳細を入力し、 * Create * をクリックします。

完了後

必要に応じて、このアグリゲートに追加のボリュームを作成できます。

複数の AWS アベイラビリティゾーンに HA ペアを導入する場合は、ボリュームが配置されて
いるノードのフローティング IP アドレスを使用してボリュームをクライアントにマウントする
必要があります。

アグリゲートの作成

アグリゲートは、自分で作成することも、 Cloud Manager でボリュームを作成するときに作成することもで
きます。アグリゲートを手動で作成することのメリットは、基盤となるディスクサイズを選択して、必要な容
量またはパフォーマンスに合わせてアグリゲートをサイジングできることです。

手順

1. [Working Environments] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP インスタンスの名前
をダブルクリックします。

2. メニューアイコンをクリックし、 [ * 詳細設定 ] 、 [ 詳細な割り当て * ] の順にクリックします。

3. Add Aggregate * をクリックして、アグリゲートの詳細を指定します。

ディスクタイプとディスクサイズについては、を参照してください "構成の計画"。

4. [* Go * ] をクリックし、 [* 承認して購入 * ] をクリックします。

LUN をホストに接続しています

iSCSI ボリュームを作成すると、 Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに
1 つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。ボリュームの作成後、 IQN を使
用してホストから LUN に接続します。

次の点に注意してください。

1. Cloud Manager の自動容量管理は、 LUN には適用されません。Cloud Manager で LUN を作成すると自動
拡張機能が無効になります。

2. LUN は、 System Manager または CLI を使用して追加で作成できます。
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手順

1. [ 作業環境 ] ページで、ボリュームを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックします。

2. ボリュームを選択し、 * Target IQN * をクリックします。

3. [* Copy*] をクリックして IQN 名をコピーします。

4. ホストから LUN への iSCSI 接続をセットアップします。

◦ "ONTAP 9 Red Hat Enterprise Linux 向けの iSCSI の簡単な設定：ターゲットとの iSCSI セッションの
開始"

◦ "ONTAP 9 Windows 向けの iSCSI の簡単な設定：ターゲットとの iSCSI セッションの開始"

FlexCache ボリュームを使用してデータアクセスを高速化する

FlexCache ボリュームは、元の（またはソース）ボリュームから NFS 読み取りデータをキャッシュするスト
レージボリュームです。その後キャッシュされたデータを読み取ることで、そのデータへのアクセスが高速に
なります。

FlexCache を使用すると、データアクセスを高速化したり、アクセス頻度の高いボリュームのトラフィック負
荷を軽減したりできます。FlexCache ボリュームを使用すると、元のボリュームにアクセスせずに直接データ
を使用できるため、特にクライアントが同じデータに繰り返しアクセスする場合に、パフォーマンスの向上に
役立ちます。FlexCache ボリュームは、読み取り処理が大量に発生するシステムワークロードに適していま
す。

現時点では、 Cloud Manager で FlexCache ボリュームを管理することはできませんが、 FlexCache CLI また
は ONTAP System Manager を使用して、 ONTAP ボリュームを作成および管理できます。

• "『 FlexCache Volumes for Faster Data Access Power Guide 』を参照してください"

• "System Manager での FlexCache ボリュームの作成"

3.7.2 リリース以降、 Cloud Manager はすべての新しい Cloud Volumes ONTAP システムに対して FlexCache

ライセンスを生成します。ライセンスの使用量は 500GB に制限されています。

ライセンスを生成するには、 Cloud Manager から https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com

にアクセスする必要があります。この URL にファイアウォールからアクセスできることを確認
してください。
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既存のストレージの管理

Cloud Manager では、ボリューム、アグリゲート、 CIFS サーバを管理できます。ま
た、容量の問題を回避するためにボリュームを移動するように求められます。

既存のボリュームの管理

既存のボリュームは、ストレージのニーズの変化に応じて管理できます。ボリュームの表示、編集、クローン
作成、リストア、削除を実行できます。

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、ボリュームを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックします。

2. ボリュームの管理：

タスク アクション

ボリュームに関する情報を表
示します

ボリュームを選択し、 * 情報 * をクリックします。

ボリュームの編集（読み取り /

書き込みボリュームのみ）

a. ボリュームを選択し、 * 編集 * をクリックします。

b. ボリュームの Snapshot ポリシー、 NFS プロトコルバージョン、
NFS アクセス制御リスト、または共有権限を変更し、 * Update * を
クリックします。

カスタムの Snapshot ポリシーが必要な場合は、 System

Manager を使用して作成できます。
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タスク アクション

ボリュームのクローンを作成
します

a. ボリュームを選択し、 * Clone * をクリックします。

b. 必要に応じてクローン名を変更し、 * Clone * をクリックします。

このプロセスにより、 FlexClone ボリュームが作成されます。FlexClone

ボリュームは、書き込み可能なポイントインタイムコピーであり、メタ
データ用に少量のスペースを使用するため、スペース効率に優れていま
す。また、データの変更や追加に応じて追加のスペースを消費するだけ
です。

FlexClone ボリュームの詳細については、を参照してください "ONTAP

9 論理ストレージ管理ガイド"。

Snapshot コピーから新しいボ
リュームにデータをリストア
します

a. ボリュームを選択し、 * Snapshot コピーからリストア * をクリック
します。

b. Snapshot コピーを選択し、新しいボリュームの名前を入力して、 *

Restore * をクリックします。

オンデマンドで Snapshot コ
ピーを作成します

a. ボリュームを選択し、 * Snapshot コピーの作成 * をクリックしま
す。

b. 必要に応じて名前を変更し、 * 作成 * をクリックします。

nfs mount コマンドを取得しま
す

a. ボリュームを選択し、 * コマンドのマウント * をクリックします。

b. [* コピー（ Copy ） ] をクリックします

iSCSI ボリュームのターゲッ
ト IQN を表示します

a. ボリュームを選択し、 * Target IQN * をクリックします。

b. [* コピー（ Copy ） ] をクリックします

c. "IQN を使用して、から LUN に接続します ホスト"。

基になるディスクタイプを変
更します

a. ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 *

をクリックします。

b. ディスクタイプを選択し、 * Change * をクリックします。

Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既
存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリューム
の新しいアグリゲートを作成します。
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タスク アクション

階層化ポリシーを変更します a. ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 *

をクリックします。

b. ［ * ポリシーの編集 * ］ をクリックします。

c. 別のポリシーを選択し、 * 変更 * をクリックします。

Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既
存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリューム
の新しいアグリゲートを作成します。

ボリュームを削除します a. ボリュームを選択し、 * 削除 * をクリックします。

b. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

既存のアグリゲートの管理

アグリゲートの管理を自分で行うには、ディスクの追加、アグリゲートに関する情報の表示、およびアグリゲ
ートの削除を行います。

作業を開始する前に

アグリゲートを削除する場合は、まずアグリゲート内のボリュームを削除しておく必要があります。

このタスクについて

アグリゲートのスペースが不足している場合は、 OnCommand System Manager を使用してボリュームを別
のアグリゲートに移動できます。

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、アグリゲートを管理する Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックしま
す。

2. メニューアイコンをクリックし、 [ * 詳細設定 ] > [ 高度な割り当て * ] をクリックします。

3. アグリゲートの管理：

タスク アクション

アグリゲートに関する情報を
表示します

アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックします。

特定のアグリゲートにボリュ
ームを作成します

アグリゲートを選択し、 * ボリュームの作成 * をクリックします。
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タスク アクション

アグリゲートにディスクを追
加します

a. アグリゲートを選択し、 * AWS ディスクの追加 * または * Azure デ
ィスクの追加 * をクリックします。

b. 追加するディスクの数を選択し、 * 追加 * をクリックします。

アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである
必要があります。

アグリゲートを削除します a. ボリュームを含まないアグリゲートを選択し、 * Delete * をクリック
します。

b. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

CIFS サーバの変更

DNS サーバまたは Active Directory ドメインを変更した場合は、クライアントへのストレージの提供を継続で
きるように、 Cloud Volumes ONTAP で CIFS サーバを変更する必要があります。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * Advanced > CIFS setup * をクリックします。

2. CIFS サーバの設定を指定します。

タスク アクション

DNS プライマリおよびセカン
ダリ IP アドレス

CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リスト
された DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active

Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービス
ロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。

参加する Active Directory ドメ
イン

CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。

ドメインへの参加を許可され
たクレデンシャル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加する
ための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

CIFS サーバの NetBIOS 名 AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。

組織単位 CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは
CN=Computers です。AWS Managed Microsoft AD を Cloud Volumes

ONTAP の AD サーバとして設定する場合は、このフィールドに「 *

OU=computers 、 OU=corp * 」と入力します。

DNS ドメイン Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメ
イン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。

NTP サーバ Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active

Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP

サーバを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照
してください "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

3. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
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結果

Cloud Volumes ONTAP は CIFS サーバを変更して更新します。

ボリュームを移動しています

容量利用率やパフォーマンスの向上、およびサービスレベル契約を満たすためにボリュームを移動する。

System Manager でボリュームを移動するには、ボリュームとデスティネーションアグリゲートを選択してボ
リューム移動処理を開始し、必要に応じてボリューム移動ジョブを監視します。System Manager を使用する
と、ボリューム移動処理が自動的に完了します。

手順

1. System Manager または CLI を使用して、ボリュームをアグリゲートに移動します。

ほとんどの場合、 System Manager を使用してボリュームを移動できます。

手順については、を参照してください "ONTAP 9 ボリューム移動エクスプレスガイド"。

Cloud Manager に「 Action Required 」が表示されている場合は、ボリュームを移動します メッセージ

Cloud Manager では、容量の問題を回避するためにボリュームの移動が必要であることを示す Action

Required メッセージが表示される場合がありますが、問題を修正するための推奨事項を提示することはでき
ません。この場合は、問題の解決方法を特定してから、 1 つ以上のボリュームを移動する必要があります。

手順

1. 問題を解決する方法を認識する。。

2. 分析に基づいて、容量の問題を回避するためにボリュームを移動します。

◦ ボリュームを別のシステムに移動します。。

◦ ボリュームを同じシステム上の別のアグリゲートに移動します。。

容量の問題を解決する方法を特定する

容量の問題を回避するために Cloud Manager がボリュームの移動に関する推奨事項を提供できない場合は、
移動する必要があるボリュームを特定し、それらを同じシステム上の別のアグリゲートに移動するか、別のシ
ステムに移動するかを決定する必要があります。

手順

1. Action Required メッセージの詳細情報を表示して、容量制限に達したアグリゲートを特定します。

たとえば、アグリゲート aggr1 の容量が上限に達したとします。

2. アグリゲートから移動する 1 つ以上のボリュームを指定します。

a. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 高度な割り当て * をクリックします。

b. アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックします。

c. ボリュームのリストを展開します。
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d. 各ボリュームのサイズを確認し、アグリゲートから移動するボリュームを 1 つ以上選択します。

将来的に容量の問題が発生しないように、アグリゲート内の空きスペースに十分な大きさのボリュー
ムを選択する必要があります。

3. システムがディスク制限に達していない場合は、ボリュームを同じシステム上の既存のアグリゲートまた
は新しいアグリゲートに移動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 "ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避し
ます"。

4. システムがディスクの上限に達した場合は、次のいずれかを実行します。

a. 未使用のボリュームを削除します。

b. ボリュームを再配置して、アグリゲートの空きスペースを確保します。

詳細については、を参照してください "ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避
します"。

c. スペースがある別のシステムに 2 つ以上のボリュームを移動します。

詳細については、を参照してください "容量の問題を回避するためにボリュームを別のシステムに移動
する"。

容量の問題を回避するためにボリュームを別のシステムに移動する

1 つ以上のボリュームを別の Cloud Volumes ONTAP システムに移動して、容量の問題を回避できます。シス
テムがディスクの上限に達した場合は、この操作が必要になることがあります。

このタスクについて

このタスクの手順に従って、次のアクションが必要なメッセージを修正できます。
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 Moving a volume is necessary to avoid capacity issues; however, Cloud

Manager cannot perform this action for you because the system has reached

the disk limit.

.手順

. 使用可能な容量を持つ Cloud Volumes ONTAP

システムを特定するか、新しいシステムを導入します。

. ソースの作業環境をターゲットの作業環境にドラッグアンドドロップして、ボリュームの 1

回限りのデータレプリケーションを実行します。

+

詳細については、を参照してください "システム間でのデータのレプリケーション"。

1. [Replication Status] ページに移動し、 SnapMirror 関係を解除して、レプリケートされたボリュームをデ
ータ保護ボリュームから読み取り / 書き込みボリュームに変換します。

詳細については、を参照してください "データレプリケーションのスケジュールと関係の管理"。

2. データアクセス用にボリュームを設定します。

データアクセス用のデスティネーションボリュームの設定については、を参照してください "ONTAP 9 ボ
リュームディザスタリカバリエクスプレスガイド"。

3. 元のボリュームを削除します。

詳細については、を参照してください "既存のボリュームの管理"。

ボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避します

1 つ以上のボリュームを別のアグリゲートに移動して、容量の問題を回避できます。

このタスクについて

このタスクの手順に従って、次のアクションが必要なメッセージを修正できます。

 Moving two or more volumes is necessary to avoid capacity issues;

however, Cloud Manager cannot perform this action for you.

.手順

.

既存のアグリゲートに、移動する必要があるボリュームの使用可能な容量があるかどうかを確認し
ます。

+

.. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 高度な割り当て * をクリックします。

.. 各アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックして、使用可能な容量（アグリゲート容量から使用済みアグ
リゲート容量を引いた容量）を確認します。

+
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1. 必要に応じて、既存のアグリゲートにディスクを追加します。

a. アグリゲートを選択し、 * ディスクの追加 * をクリックします。

b. 追加するディスクの数を選択し、 * 追加 * をクリックします。

2. 使用可能な容量を持つアグリゲートがない場合は、新しいアグリゲートを作成します。

詳細については、を参照してください "アグリゲートの作成"。

3. System Manager または CLI を使用して、ボリュームをアグリゲートに移動します。

4. ほとんどの場合、 System Manager を使用してボリュームを移動できます。

手順については、を参照してください "ONTAP 9 ボリューム移動エクスプレスガイド"。

ボリューム移動の実行に時間がかかる場合がある理由

Cloud Volumes ONTAP で次のいずれかの条件に該当する場合、ボリュームの移動に予想よりも時間がかかる
ことがあります。

• ボリュームがクローンである。

• ボリュームがクローンの親です。

• ソースアグリゲートまたはデスティネーションアグリゲートには、スループットが最適化された HDD （
st1 ）が 1 本含まれています。

• Cloud Volumes ONTAP システムが AWS にあり、 1 つのアグリゲートがオブジェクトに古い命名規則を
使用します。両方のアグリゲートで同じ名前形式を使用する必要があります。

9.4 リリース以前のアグリゲートでデータの階層化が有効になっている場合は、古い命名規則が使用され
ます。

• 暗号化設定がソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートで一致しないか、キーの変更を実行
中です。

• 階層化ポリシーを変更するためにボリューム移動で -tiering-policy _ オプションが指定されています。

• ボリューム移動で、 generate-destination-key_option が指定されました。

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化

ホットデータ用の SSD または HDD の高パフォーマンス階層と、アクセス頻度の低いデ
ータ用のオブジェクトストレージの大容量階層を組み合わせることで、 Cloud Volumes

ONTAP のストレージコストを削減できます。概要については、を参照してください "デ
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ータ階層化の概要"。

データ階層化を設定するには、次の手順を実行するだけです。

 サポートされている構成を選択します

ほとんどの構成がサポートされています。最新バージョンを実行している Cloud Volumes ONTAP Standard

、 Premium 、または BYOL システムがある場合は、この方法を推奨します。 "詳細はこちら。"。

 Cloud Volumes ONTAP とオブジェクトストレージ間の接続を確認します

• AWS では、 S3 への VPC エンドポイントが必要です。 詳細はこちら。。

• Azure では、 Cloud Manager に必要な権限が付与されていれば何も実行する必要はありません。 詳細は
こちら。。

• GCP の場合、プライベート Google アクセスのサブネットを設定し、サービスアカウントを設定する必要
があります。 詳細はこちら。。

 ボリュームを作成、変更、またはレプリケートするときに階層化ポリシーを選択します

ボリュームを作成、変更、またはレプリケートするときに、 Cloud Manager から階層化ポリシーを選択する
よう求められます。

• "読み取り / 書き込みボリュームでのデータの階層化"

• "データ保護ボリューム上のデータの階層化"

データ階層化に不要なもの

• データの階層化を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要はありませ
ん。

• 大容量階層（ S3 バケット、 Azure BLOB コンテナ、 GCP バケット）を作成する必要はあ
りません。クラウドマネージャーがそれを実現します。

データ階層化をサポートする構成

特定の構成と機能を使用する場合は、データ階層化を有効にできます。

• データ階層化は、次のバージョン以降、 Cloud Volumes ONTAP の Standard 、 Premium 、および BYOL

でサポートされます。

◦ AWS でバージョン 9.2 を実行します

◦ Azure のシングルノードシステムの場合はバージョン 9.4

◦ Azure バージョン 9.6 （ HA ペアを使用）

◦ GCP のバージョン 9.6
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データ階層化は、 DS3_v2 仮想マシンタイプの Azure ではサポートされていません。

• AWS では、パフォーマンス階層は汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最
適化された HDD のいずれかになります。

• Azure では、 Premium SSD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、 Standard HDD Managed

Disks のいずれかです。

• GCP では、 SSD または HDD （標準ディスク）のどちらかです。

• データ階層化は暗号化テクノロジでサポートされています。

• ボリュームでシンプロビジョニングを有効にする必要があります。

コールドデータを AWS S3 に階層化するための要件

Cloud Volumes ONTAP が S3 に接続されていることを確認します。この接続を提供する最善の方法は、 S3

サービスへの vPC エンドポイントを作成することです。手順については、を参照してください "AWS のドキ
ュメント：「 Creating a Gateway Endpoint"。

vPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに対応するリージョン、 vPC

、およびルートテーブルを必ず選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする発信
HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、 Cloud

Volumes ONTAP は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エンド
ポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"。

コールドデータを Azure BLOB ストレージに階層化するための要件

必要な権限が Cloud Manager に割り当てられていれば、パフォーマンス階層と大容量階層の間に接続を設定
する必要はありません。Cloud Manager ポリシーに以下の権限が設定されている場合、 Cloud Manager は
VNet サービスエンドポイントを有効にします。

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",

"Microsoft.Network/routeTables/join/action",

権限は最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。

コールドデータを Google Cloud Storage に階層化するための要件 バケット

• Cloud Volumes ONTAP が存在するサブネットは、プライベート Google アクセス用に設定する必要があ
ります。手順については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント：「 Configuring Private

Google Access"。

• 事前定義された Storage Admin ロールを持つサービスアカウントが必要です。Cloud Volumes ONTAP 作
業環境を作成するときに、このサービスアカウントを選択する必要があります。

"この階層化サービスアカウントを次のように設定します"：

a. 階層化サービスアカウントに Predefined_Storage Admin_role を割り当てます。

b. Connector サービスアカウントを階層化サービスアカウントに「 _ サービスアカウントユーザー _ 」
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として追加します。

ユーザロールを指定できます "を作成するときにウィザードの手順 3 で行います 階層化サービスのア
カウント"または "サービスアカウントの作成後にロールを付与します"。

Cloud Volumes ONTAP の作業環境を作成した場合、後で階層化サービスアカウントを選択する必要が
あります。

データの階層化を有効にせず、 Cloud Volumes ONTAP システムの作成時にサービスアカウントを選択し
た場合は、システムをオフにして、サービスアカウントを GCP コンソールから Cloud Volumes ONTAP

に追加する必要があります。

読み取り / 書き込みボリュームのデータの階層化

Cloud Volumes ONTAP は、読み書き可能なボリューム上にあるアクセス頻度の低いデータを対費用効果の高
いオブジェクトストレージに階層化して、ホットデータ用に高パフォーマンス階層を解放できます。

手順

1. 作業環境で、新しいボリュームを作成するか、既存のボリュームの階層を変更します。

タスク アクション

新しいボリュームを作成しま
す

[ 新しいボリュームの追加 ] をクリックします。

既存のボリュームを変更しま
す

ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 * をク
リックします。

2. 階層化ポリシーを選択します。

これらのポリシーの説明については、を参照してください "データ階層化の概要"。

◦ 例 *

データ階層化対応のアグリゲートがまだ存在しない場合、 Cloud Manager はボリュームの新しいアグ
リゲートを作成します。
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アグリゲートを自分で作成する場合は、アグリゲートを作成するときにアグリゲートでデ
ータ階層化を有効にできます。

データ保護ボリュームのデータを階層化する

Cloud Volumes ONTAP では、データ保護ボリュームから容量階層にデータを階層化できます。デスティネー
ションボリュームをアクティブにすると、データは読み取られた時点でパフォーマンス階層に徐々に移動しま
す。

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、ソースボリュームを含む作業環境を選択し、ボリュームをレプリケートする作業
環境にドラッグします。

2. 画面の指示に従って、階層化ページに移動し、オブジェクトストレージへのデータ階層化を有効にしま
す。

◦ 例 *

データの複製については、を参照してください "クラウドとの間でデータをレプリケートする"。

階層化データのストレージクラスを変更する

Cloud Volumes ONTAP を導入したら、アクセスされていないアクセス頻度の低いデータのストレージクラス
を 30 日間変更することで、ストレージコストを削減できます。データにアクセスするとアクセスコストが高
くなるため、ストレージクラスを変更する前にこの点を考慮する必要があります。

階層化データのストレージクラスはシステム全体に適用され、ボリュームごとにではないものに限られます。

サポートされているストレージクラスについては、を参照してください "データ階層化の概要"。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * ストレージクラス * または * BLOB ストレージの階層化
* をクリックします。

2. ストレージクラスを選択して、「 * 保存」をクリックします。

既存のアグリゲートでデータ階層化を有効にできますか。

いいえ、既存のアグリゲートではデータ階層化を有効にできません。データ階層化は新しいアグリゲートでの
み有効にできます。

新しいアグリゲートでデータ階層化を有効にすることもできます "アグリゲートを自分で作成する" または デ
ータの階層化を有効にして新しいボリュームを作成します。データ階層化が有効なアグリゲートがない場合、
Cloud Manager はボリュームの新しいアグリゲートを作成します。
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Storage VM の管理

Storage VM は ONTAP 内で実行される仮想マシンであり、クライアントにストレージサ
ービスとデータサービスを提供します。これは、 _ SVM _ または _ SVM _ であること
がわかります。Cloud Volumes ONTAP にはデフォルトで 1 つの Storage VM が設定され
ますが、一部の設定では追加の Storage VM がサポートされます。

サポートされている Storage VM 数

Cloud Volumes ONTAP 9.7 では、特定の構成で AWS 内の複数の Storage VM とアドオンライセンスがサポー
トされます。 "AWS でサポートされている Storage VM の数を表示します"。アカウントチームに連絡して
SVM アドオンライセンスを入手してください。

他のすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で、ディザスタリカバリに使用する 1 つのデータ提供用 Storage

VM と 1 つのデスティネーション Storage VM がサポートされます。ソース Storage VM で障害が発生した場
合は、デスティネーション Storage VM をデータアクセス用にアクティブ化できます。

Storage VM は Cloud Volumes ONTAP システム全体（ HA ペアまたはシングルノード）にまたがります。

追加の Storage VM を作成しています

構成でサポートされる場合は、を使用して追加の Storage VM を作成できます "System Manager または CLI

のいずれかです"。

• "SMB アクセス用の SVM を作成する"

• "NFS アクセス用の SVM を作成する"

• "iSCSI アクセス用の SVM を作成する"

• "ディザスタリカバリ用のデスティネーション SVM の作成"

Cloud Manager での複数の Storage VM の使用

Cloud Manager では、 System Manager または CLI から追加で作成する Storage VM をサポートします。

たとえば、次の図は、ボリュームの作成時に Storage VM を選択する方法を示しています。
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次の図は、ボリュームを別のシステムにレプリケートするときに Storage VM を選択する方法を示していま
す。

Storage VM ディザスタリカバリの管理

Cloud Manager では、 Storage VM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートさ
れていません。System Manager または CLI を使用する必要があります。

• "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"

• "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
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Storage VM 名を変更しています

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP 用に作成した単一の Storage VM に自動的に名前を付けます。厳
密な命名基準がある場合は、 Storage VM の名前を変更できます。たとえば、 ONTAP クラスタの Storage

VM の命名規則に沿った名前に変更できます。

Cloud Volumes ONTAP 用に追加の Storage VM を作成した場合、その Storage VM の名前を Cloud Manager

から変更することはできません。Cloud Volumes ONTAP から直接実行する必要があります。そのためには、
System Manager または CLI を使用します。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 情報 * をクリックします。

2. Storage VM 名の右にある編集アイコンをクリックします。

3. SVM 名の変更ダイアログボックスで名前を変更し、 * 保存 * をクリックします。

Kubernetes 用の永続的ストレージとしての Cloud Volumes ONTAP の使用

Cloud Manager では、 Kubernetes クラスタへの NetApp Trident の導入を自動化できる
ため、 Cloud Volumes ONTAP をコンテナ用の永続的ストレージとして使用できます。

Trident は、ネットアップが管理する、完全にサポートされているオープンソースプロジェクトです。Trident

は、 Kubernetes と Persistent Volume フレームワークとネイティブに統合されており、ネットアップのスト
レージプラットフォームを任意に組み合わせて実行されるシステムからボリュームのプロビジョニングと管理
をシームレスに行います。 "Trident の詳細をご確認ください"。
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Kubernetes 機能は、オンプレミスの ONTAP クラスタではサポートされていません。Cloud

Volumes ONTAP でのみサポートされています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 前提条件を確認する

Kubernetes クラスタと Cloud Volumes ONTAP の接続、 Kubernetes クラスタとコネクタの間の接続、 1.14

以上の Kubernetes バージョン、クラスタ内の少なくとも 1 つのワーカーノードなど、環境が前提条件を満た
していることを確認します。 すべてのリストを参照してください。

 Kubernetes クラスタを Cloud Manager に追加

Cloud Manager で、 * Kubernetes * をクリックしてクラウドプロバイダの管理サービスからクラスタを直接
検出するか、または kubeconfig ファイルを指定してクラスタをインポートします。

 クラスタを Cloud Volumes ONTAP に接続します

Kubernetes クラスタを追加したら、 * 作業環境への接続 * をクリックして、クラスタを 1 つ以上の Cloud

Volumes ONTAP システムに接続します。

 永続ボリュームのプロビジョニングを開始します

Kubernetes の標準のインターフェイスと構成要素を使用して、永続ボリュームを要求および管理できま
す。Cloud Manager では、 NFS ストレージクラスと iSCSI ストレージクラスが作成されます。このクラス
は、永続的ボリュームのプロビジョニング時に使用できます。

"Trident で最初のボリュームをプロビジョニングする方法をご確認ください Kubernetes"。

前提条件の確認

開始する前に、 Kubernetes クラスタとコネクタが特定の要件を満たしていることを確認してください。

Kubernetes クラスタの要件

• Kubernetes クラスタとコネクタの間、および Kubernetes クラスタと Cloud Volumes ONTAP の間には、
ネットワーク接続が必要です。

Connector と Cloud Volumes ONTAP の両方で Kubernetes API エンドポイントへの接続が必要です。

◦ 管理対象クラスタの場合は、クラスタの VPC と、コネクタと Cloud Volumes ONTAP が存在する
VPC の間にルートを設定します。
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◦ 他のクラスタの場合は、マスターノードまたはロードバランサの IP アドレス（ kubeconfig ファイル
に一覧表示）にコネクタおよび Cloud Volumes ONTAP から到達可能で、有効な TLS 証明書を提供す
る必要があります。

• Kubernetes クラスタは、上記のネットワーク接続を持つ任意の場所に配置できます。

• Kubernetes クラスタで少なくともバージョン 1.14 が実行されている必要があります。

サポートされる最大バージョンは Trident によって定義されています。 "サポートされる Kubernetes の最
大バージョンについては、こちらをクリックしてください"。

• Kubernetes クラスタには、少なくとも 1 つのワーカーノードが必要です。

• Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）で実行されているクラスタの場合、権限のエラー
を解決するために、各クラスタに IAM ロールを追加する必要があります。クラスタの追加後、 Cloud

Manager は、エラーを解決する eksctl コマンドでプロンプトを表示します。

"IAM 権限の境界について説明します"。

• Azure Kubernetes Service （ AKS ）で実行されているクラスタには、これらのクラスタに _Azure

Kubernetes Service RBAC Cluster Admin_role を割り当てる必要があります。これは、 Cloud Manager が
Trident をインストールし、クラスタにストレージクラスを設定するために必要です。

• Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行されているクラスタでは、デフォルトのコンテナ最適化 OS

を使用しないでください。Ubuntu を使用するようにホストを切り替える必要があります。

GKE はデフォルトで Google を使用します "コンテナで最適化されたイメージ"には、 Trident がボリュー
ムをマウントするために必要なユーティリティがありません。

コネクタの要件

次のネットワークと許可がコネクタに設定されていることを確認します。

ネットワーキング

• Trident のインストール時に次のエンドポイントにアクセスするには、コネクタにアウトバウンドインター
ネット接続が必要です。

¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/

Cloud Manager は、作業環境をクラスタに接続すると Kubernetes クラスタに Trident をインストールし
ます。

EKS クラスタを検出および管理するために必要な権限

Connector は、 Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）で実行されている Kubernetes クラスタを検出
して管理するために Admin 権限を必要とします。
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{

    "Version": "2012-10-17",

    "Statement": [

        {

            "Sid": "VisualEditor0",

            "Effect": "Allow",

            "Action": "eks:*",

            "Resource": "*"

       }

    ]

}

GKE クラスタの検出と管理に必要な権限

Connector は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行されている Kubernetes クラスタを検出して管理
するために次の権限を必要とします。

container.*

セットアップ例

次の図は、 Amazon Elastic Kubernetes Service （ Amazon EKS ）で実行されている Kubernetes クラスタと
コネクタおよび Cloud Volumes ONTAP への接続の例を示しています。
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Kubernetes クラスタを追加しています

クラウドプロバイダの管理対象の Kubernetes サービスで実行されているクラスタを検出するか、クラスタの
kubeconfig ファイルをインポートして、 Kubernetes クラスタを Cloud Manager に追加します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。

2. [Add Cluster*] をクリックします。

3. 次のいずれかのオプションを選択します。

◦ [* クラスタの検出 * ] をクリックして、 Cloud Manager がコネクタに指定した権限に基づいてアクセ
スできる管理対象クラスタを検出します。

たとえば、 Connector が Google Cloud で実行されている場合、 Cloud Manager は、 Connector のサ
ービスアカウントの権限を使用して、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）で実行されているクラス
タを検出します。

◦ * クラスタのインポート * をクリックして、 kubeconfig ファイルを使用してクラスタをインポートし
ます。

ファイルをアップロードすると、 Cloud Manager はクラスタへの接続を検証し、暗号化された
kubeconfig ファイルのコピーを保存します。

結果

Cloud Manager によって Kubernetes クラスタが追加されます。これで、クラスタを Cloud Volumes ONTAP

に接続できるようになります。

クラスタを Cloud Volumes ONTAP に接続しています

Kubernetes クラスタを Cloud Volumes ONTAP に接続し、 Cloud Volumes ONTAP をコンテナ用の永続的ス
トレージとして使用できるようにします。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。

2. 追加したクラスタの [Connect to Working Environment] をクリックします。

3. 作業環境を選択し、 * 続行 * をクリックします。

4. Kubernetes クラスタのデフォルトのストレージクラスとして使用するネットアップストレージクラスを
選択し、「 * Continue * 」をクリックします。
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ユーザが永続ボリュームを作成すると、 Kubernetes クラスタはこのストレージクラスをデフォルトでバ
ックエンドストレージとして使用できます。

5. デフォルトの自動エクスポートポリシーを使用するか、カスタムの CIDR ブロックを追加するかを選択し
ます。

6. * 作業環境の追加 * をクリックします。

結果

Cloud Manager によって作業環境がクラスタに接続されます。この処理には最大 15 分かかることがありま
す。

クラスタの管理

Cloud Manager では、 Kubernetes クラスタを管理するために、デフォルトのストレージクラスの変更、
Trident のアップグレードなどを行うことができます。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタがバックエンドストレージとして Cloud Volumes ONTAP を使用するように、 Cloud Volumes

ONTAP ストレージクラスをデフォルトのストレージクラスとして設定していることを確認します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。

2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。

3. ストレージクラス * の表で、デフォルトとして設定するストレージクラスの右端にあるアクションメニュ
ーをクリックします。
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4. * デフォルトに設定 * をクリックします。

Trident のアップグレード

Trident の新しいバージョンが利用可能になったら、 Cloud Manager から Trident をアップグレードできま
す。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。

2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。

3. 新しいバージョンが利用可能な場合は、 Trident バージョンの横にある * アップグレード * をクリックし
ます。

kubeconfig ファイルを更新しています

クラスタを Cloud Manager に追加したときに kubeconfig ファイルをインポートすると、いつでも最新の
kubeconfig ファイルを Cloud Manager にアップロードできます。この処理は、クレデンシャルを更新した場
合、ユーザやロールを変更した場合、またはクラスタ、ユーザ、ネームスペース、認証に影響する変更を加え
た場合に実行します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。

2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。

3. ［ * Update Kubeconfig * ］ をクリックします。

4. Web ブラウザからプロンプトが表示されたら、更新された kubeconfig ファイルを選択し、 * Open * をク
リックします。

結果

Cloud Manager は、最新の kubeconfig ファイルに基づいて Kubernetes クラスタに関する情報を更新しま
す。
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クラスタを切断しています

クラスタを Cloud Volumes ONTAP から切断すると、その Cloud Volumes ONTAP システムをコンテナ用の永
続的ストレージとして使用できなくなります。既存の永続ボリュームは削除されません。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。

2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。

3. [* 作業環境 * （ Working Environments * ） ] テーブルで、切断する作業環境の右端にあるアクションメニ
ューをクリックします。

アクションが表示される作業環境テーブルのスクリーンショット。"]

4. [ 切断（ Disconnect ） ] をクリックする。

結果

Cloud Manager によってクラスタが Cloud Volumes ONTAP システムから切断されます。

クラスタを削除しています

すべての作業環境をクラスタから切断したら、運用停止したクラスタを Cloud Manager から削除します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Kubernetes * をクリックします。

2. Kubernetes クラスタの名前をクリックします。

3. [ クラスタの削除 ] をクリックします。

205



ネットアップの暗号化ソリューションによるボリュームの暗号化

Cloud Volumes ONTAP は、外部キー管理ツールを使用して、 NetApp Volume

Encryption （ NVE ）と NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）の両方をサポートしま
す。NVE と NAE は、（ FIPS ） 140-2 に準拠したボリュームの保管データ暗号化を可
能にするソフトウェアベースのソリューションです。 "これらの暗号化ソリューションの
詳細については、こちらをご覧ください"。

Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降では、外部キー管理ツールの設定後に新しいアグリゲートでデフォルトで
NAE が有効になります。NAE アグリゲートに含まれない新しいボリュームでは、 NVE がデフォルトで有効
になります（たとえば、外部キー管理ツールを設定する前に作成された既存のアグリゲートがある場合）。

Cloud Volumes ONTAP はオンボードキー管理をサポートしていません。

必要なもの

Cloud Volumes ONTAP システムがネットアップサポートに登録されている必要があります。Cloud Manager

3.7.1 以降では、ネットアップサポートに登録されている各 Cloud Volumes ONTAP システムに NetApp

Volume Encryption ライセンスが自動的にインストールされます。

• "Cloud Manager へのネットアップサポートサイトのアカウントの追加"

• "従量課金制システムの登録"

Cloud Manager は、中国地域のシステムに NVE ライセンスをインストールしません。

手順

1. でサポートされているキー管理ツールのリストを確認します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認で
きます"。

Key Managers * ソリューションを検索します。

2. "Cloud Volumes ONTAP CLI に接続します"。

3. SSL 証明書をインストールして、外部キー管理サーバに接続します。

"ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド：外部キー管理の設定"
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システム間でのデータのレプリケーション

データ転送のための 1 回限りのデータレプリケーションを選択するか、ディザスタリカ
バリまたは長期保存のための定期的なスケジュールを選択することで、作業環境間でデ
ータをレプリケートできます。たとえば、ディザスタリカバリ用にオンプレミスの
ONTAP システムから Cloud Volumes ONTAP へのデータレプリケーションを設定できま
す。

Cloud Manager では、 SnapMirror と SnapVault テクノロジを使用して、別々のシステム上のボリューム間で
のデータレプリケーションを簡素化します。ソースボリュームとデスティネーションボリュームを特定し、レ
プリケーションポリシーとスケジュールを選択するだけで済みます。Cloud Manager は、必要なディスクを
購入し、関係を設定し、レプリケーションポリシーを適用してから、ボリューム間のベースライン転送を開始
します。

ベースライン転送には、ソースデータのフルコピーが含まれます。その後の転送には、ソース
データの差分コピーが含まれます。

Cloud Manager では、次のタイプの作業環境間でデータレプリケーションを実行できます。

• Cloud Volumes ONTAP システムから別の Cloud Volumes に移行する ONTAP システム

• Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミス ONTAP の間 クラスタ

• オンプレミスの ONTAP クラスタから別のオンプレミスの ONTAP クラスタへ

データレプリケーションの要件

データを複製する前に、 Cloud Volumes ONTAP システムと ONTAP クラスタの両方で特定の要件が満たされ
ていることを確認する必要があります。

バージョン要件

データを複製する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームで互換性のある ONTAP バー
ジョンが実行されていることを確認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 "データ保
護パワーガイド"。

Cloud Volumes ONTAP 固有の要件

• インスタンスのセキュリティグループに、必要なインバウンドおよびアウトバウンドのルールが含ま
れている必要があります。具体的には、 ICMP とポート 11104 および 11105 のルールが必要です。

これらのルールは、事前定義されたセキュリティグループに含まれています。

• 異なるサブネットにある 2 つの Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートするに
は、サブネットを一緒にルーティングする必要があります（これがデフォルト設定です）。

• AWS の Cloud Volumes ONTAP システムと Azure のシステムの間でデータをレプリケートするには、
AWS VPC と Azure VNet の間に VPN 接続が必要です。

ONTAP クラスタ固有の要件

• アクティブな SnapMirror ライセンスがインストールされている必要があります。

• クラスタが社内にある場合は、企業ネットワークから AWS または Azure （通常は VPN 接続）に接続
する必要があります。
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• ONTAP クラスタは、サブネット、ポート、ファイアウォール、およびクラスタの追加要件を満たして
いる必要があります。

詳細については、ご使用の ONTAP バージョンの『 Cluster and SVM Peering Express Guide 』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

Cloud Volumes ONTAP システムと ONTAP クラスタ間でデータをレプリケートするには、ワンタイムデータ
レプリケーションを選択します。これにより、クラウドとの間でデータを移動したり、定期的にスケジュール
を作成したりすることができ、ディザスタリカバリや長期保存に役立ちます。

このタスクについて

Cloud Manager は、シンプルなファンアウト / カスケードデータ保護構成をサポートしています。

• シンプルな構成では、ボリューム A からボリューム B へのレプリケーションが行われます

• ファンアウト構成では、ボリューム A から複数のデスティネーションへのレプリケーションが行われま
す。

• カスケード構成では、レプリケーションはボリューム A からボリューム B 、およびボリューム B からボ
リューム C に行われます

システム間で複数のデータレプリケーションを設定することにより、 Cloud Manager でファンアウトとカス
ケード構成を構成できます。たとえば、システム A からシステム B にボリュームを複製し、システム B から
システム C に同じボリュームを複製します

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、ソースボリュームを含む作業環境を選択し、ボリュームをレプリケートする作業
環境にドラッグします。

2. [Source and Destination Peering Setup] ページが表示されたら、クラスタピア関係のクラスタ間 LIF をす
べて選択します。

クラスタ間ネットワークは、クラスタピアどうしが pair-wise full-mesh connectivity を持つように設定する
必要があります。具体的には、クラスタピア関係にある各クラスタペアの、すべてのインタークラスタ
LIF の間に接続が確立されている必要があります。

これらのページは、複数の LIF を持つ ONTAP クラスタがソースまたはデスティネーションである場合に
表示されます。

3. ソースボリュームの選択ページで、レプリケートするボリュームを選択します。
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4. デスティネーションボリュームの名前と階層化ページで、デスティネーションボリュームの名前を指定
し、基盤となるディスクタイプを選択していずれかのアドバンストオプションを変更し、「 * Continue *

」をクリックします。

デスティネーションが ONTAP クラスタの場合は、デスティネーション SVM とアグリゲートも指定する
必要があります。

5. [ 最大転送レート（ Max Transfer Rate ） ] ページで、データを転送できる最大転送レート（メガバイト /

秒）を指定します。

6. Replication Policy （レプリケーションポリシー）ページで、デフォルトポリシーのいずれかを選択する
か、 * Additional Policies * （追加ポリシー）をクリックして、いずれかの詳細ポリシーを選択します。

ヘルプについては、を参照してください "レプリケーションポリシーの選択"。

カスタムバックアップ（ SnapVault ）ポリシーを選択した場合は、ポリシーに関連付けられたラベルがソ
ースボリューム上の Snapshot コピーのラベルと一致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 "バックアップポリシーの仕組み"。

7. [ スケジュール ] ページで、ワンタイムコピーまたは定期的なスケジュールを選択します。

いくつかのデフォルトスケジュールを使用できます。別のスケジュールを使用する場合は、 System

Manager を使用して、 _destination_cluster に新しいスケジュールを作成する必要があります。

8. [ レビュー ] ページで、選択内容を確認し、 [ * 移動 ] をクリックします。

結果

Cloud Manager がデータレプリケーションプロセスを開始します。レプリケーションの詳細は、 Replication

Status ページで確認できます。

データレプリケーションのスケジュールと関係の管理

2 つのシステム間でデータレプリケーションをセットアップしたら、 Cloud Manager からデータレプリケー
ションスケジュールと関係を管理できます。

手順

1. 作業環境ページで、ワークスペース内のすべての作業環境または特定の作業環境のレプリケーションステ
ータスを確認します。

オプション アクション

ワークスペー
ス内のすべて
の作業環境

Cloud Manager の上部で、 * Replication * をクリックします。

特定の作業環
境

作業環境を開き、 * Replications * をクリックします。

2. データレプリケーションリレーションシップのステータスを確認して、正常であることを確認します。
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関係のステータスがアイドルで、ミラーの状態が初期化されていない場合は、定義された
スケジュールに従ってデータレプリケーションを実行するために、デスティネーションシ
ステムから関係を初期化する必要があります。この関係は、 System Manager またはコマ
ンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して初期化できます。これらの状態は、デス
ティネーションシステムに障害が発生してからオンラインに戻ると表示されます。

3. ソースボリュームの横にあるメニューアイコンを選択し、使用可能なアクションのいずれかを選択しま
す。

次の表に、使用可能なアクションを示します。

アクション 説明

休憩 ソースボリュームとデスティネーションボリューム間の関係を解除し、データアクセス
のためにデスティネーションボリュームをアクティブにします。このオプションは通
常、データの破損、偶発的な削除、オフライン状態などのイベントが原因でソースボリ
ュームがデータを処理できない場合に使用します。データアクセス用のデスティネーシ
ョンボリュームの設定およびソースボリュームの再アクティブ化の詳細については、『
ONTAP 9 Volume Disaster Recovery Express Guide 』を参照してください。
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アクション 説明

再同期 ボリューム間の関係を再確立し、定義されたスケジュールに従ってデータレプリケーシ
ョンを再開します。

ボリュームを再同期すると、デスティネーションボリュームの内容がソー
スボリュームの内容によって上書きされます。

デスティネーションボリュームからソースボリュームへデータを再同期化する逆再同期
を実行するには、を参照してください "ONTAP 9 ボリュームディザスタリカバリエクス
プレスガイド"。

リバース再同
期

ソースボリュームとデスティネーションボリュームの役割を逆にします。元のソースボ
リュームの内容は、デスティネーションボリュームの内容によって上書きされます。こ
れは、オフラインになったソースボリュームを再アクティブ化する場合に役立ちます。
前回のデータレプリケーションからソースボリュームが無効になったまでの間に元のソ
ースボリュームに書き込まれたデータは保持されません。

スケジュール
を編集します

データレプリケーションの別のスケジュールを選択できます。

ポリシー情報 データレプリケーションリレーションシップに割り当てられている保護ポリシーを表示
します。

最大転送レー
トを編集しま
す

データを転送できる最大レート（キロバイト / 秒）を編集できます。

更新 増分転送を開始してデスティネーションボリュームを更新します。

削除 ソースボリュームとデスティネーションボリューム間のデータ保護関係を削除します。
つまり、ボリューム間でデータレプリケーションが行われなくなります。この操作で
は、データアクセスのデスティネーションボリュームはアクティブ化されません。ま
た、システム間に他のデータ保護関係がない場合は、クラスタピア関係と Storage

Virtual Machine （ SVM ）ピア関係も削除されます。

結果

アクションを選択すると、 Cloud Manager によって関係またはスケジュールが更新されます。

レプリケーションポリシーの選択

Cloud Manager でデータレプリケーションを設定するときに、レプリケーションポリシーの選択が必要にな
ることがあります。レプリケーションポリシーは、ストレージシステムがソースボリュームからデスティネー
ションボリュームにデータをレプリケートする方法を定義します。

レプリケーションポリシーの機能

ONTAP オペレーティングシステムでは、 Snapshot コピーと呼ばれるバックアップが自動的に作成されま
す。Snapshot コピーは、ボリュームの読み取り専用イメージで、ある時点のファイルシステムの状態をキャ
プチャします。

システム間でデータをレプリケートする場合、ソースボリュームからデスティネーションボリュームに
Snapshot コピーをレプリケートします。レプリケーションポリシーは、ソースボリュームからデスティネー
ションボリュームにレプリケートする Snapshot コピーを指定します。
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レプリケーションポリシーは、ディザスタリカバリ保護やディスクツーディスクのバックアッ
プとリカバリを提供する SnapMirror テクノロジと SnapVault テクノロジを基盤としているた
め、 _protection_policies とも呼ばれます。

次の図は、 Snapshot コピーとレプリケーションポリシーの関係を示しています。

レプリケーションポリシーのタイプ

レプリケーションポリシーには、次の 3 種類があります。

• A_Mirror_policy は、新しく作成された Snapshot コピーをデスティネーションボリュームにレプリケート
します。

これらの Snapshot コピーを使用すると、災害復旧や 1 回限りのデータ複製に備えて、ソース・ボリュー
ムを保護できます。データアクセス用のデスティネーションボリュームは、いつでもアクティブにできま
す。

• a_Backup_policy は、特定の Snapshot コピーをデスティネーションボリュームにレプリケートし、通
常、ソースボリューム上で保持するよりも長期間にわたって Snapshot コピーを保持します。

データが破損または損失した場合に、これらの Snapshot コピーからデータをリストアし、標準準拠やそ
の他のガバナンス関連の目的で保持できます。

• A_Mirror と Backup_policy は、ディザスタリカバリと長期保持の両方を提供します。

各システムには、デフォルトのミラーおよびバックアップポリシーが含まれており、多くの状況に適して
います。カスタムポリシーが必要な場合は、 System Manager を使用して独自のポリシーを作成できま
す。

次の図は、ミラーポリシーとバックアップポリシーの違いを示しています。ミラーポリシーは、ソースボリュ
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ームで使用可能な Snapshot コピーをミラーリングします。

通常、バックアップポリシーでは、ソースボリュームに保持されている Snapshot コピーよりも長い期間
Snapshot コピーが保持されます。

バックアップポリシーの仕組み

ミラーポリシーとは異なり、バックアップ（ SnapVault ）ポリシーは、特定の Snapshot コピーをデスティネ
ーションボリュームに複製します。デフォルトポリシーの代わりに独自のポリシーを使用する場合は、バック
アップポリシーの仕組みを理解することが重要です。

Snapshot コピーのラベルとバックアップ・ポリシーの関係を理解する

Snapshot ポリシーは、システムによるボリュームの Snapshot コピーの作成方法を定義します。このポリシ
ーでは、 Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピー数、ラベルの作成方法を指定します。たと
えば、システムでは毎日午前 12 時 10 分に Snapshot コピーを 1 つ作成し、最新のコピーを 2 つ保持し
て、「 daily 」というラベルを付けることができます。
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バックアップポリシーには、デスティネーションボリュームに複製するラベル付き Snapshot コピーと保持
するコピー数を指定するルールが含まれています。バックアップポリシーで定義されたラベルは、スナップシ
ョットポリシーで定義された 1 つ以上のラベルと一致する必要があります。そうしないと、システムは
Snapshot コピーを複製できません。

たとえば、「 daily 」ラベルと「 weekly 」ラベルを含むバックアップポリシーでは、これらのラベルのみを
含む Snapshot コピーのレプリケーションが行われます。次の図に示すように、他の Snapshot コピーはレプ
リケートされません。

デフォルトポリシーとカスタムポリシー

デフォルトの Snapshot ポリシーでは、毎時、毎日、および毎週の Snapshot コピーが作成されます。
Snapshot コピーは 6 個の時間単位、 2 個の日単位、および 2 個の週単位 Snapshot コピーが保持されます。

デフォルトの Snapshot ポリシーでは、デフォルトのバックアップポリシーを簡単に使用できます。デフォル
トのバックアップポリシーでは、毎日および毎週の Snapshot コピーが複製され、毎日 7 個、毎週 52 個の
Snapshot コピーが保持されます。

カスタムポリシーを作成する場合は、これらのポリシーで定義されたラベルが一致している必要がありま
す。System Manager を使用してカスタムポリシーを作成できます。

NetApp HCI から Cloud Volumes ONTAP へのデータレプリケーション

NetApp HCI から Cloud Volumes ONTAP にデータをレプリケートしようとしている場合は、 SnapMirror を使
用して、 NetApp Element ソフトウェアを実行している NetApp HCI システムでレプリケートできます。ま
た、 NetApp HCI ソリューションで仮想ゲストとして実行されている ONTAP Select システムで作成されたボ
リューム上に Cloud Volumes ONTAP にデータをレプリケートすることもできます。

詳細については、次のテクニカルレポートを参照してください。

• "テクニカルレポート 4641 ：『 NetApp HCI Data Protection 』を参照してください"

• "テクニカルレポート 4651 ：『 NetApp SolidFire SnapMirror Architecture and Configuration 』"
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パフォーマンスを監視

監視サービスについて説明します

を活用する "NetApp Cloud Insights サービス"Cloud Manager を使用すると、 Cloud

Volumes ONTAP インスタンスの健常性とパフォーマンスを把握し、クラウドストレー
ジ環境のパフォーマンスのトラブルシューティングと最適化に役立てることができま
す。

の機能

• すべてのボリュームを自動的に監視します

• ボリュームのパフォーマンスデータを IOPS 、スループット、レイテンシの観点から表示します

• パフォーマンスの問題を特定して、ユーザおよびへの影響を最小限に抑えます アプリケーション

サポートされているクラウドプロバイダ

監視サービスは Cloud Volumes ONTAP for AWS でサポートされます。

コスト

現在、監視はプレビューとして利用できます。アクティブ化は無料ですが、 Cloud Manager は VPC で仮想マ
シンを起動して監視を容易にします。この VM を使用すると、クラウドプロバイダから料金が発生します。

Cloud Insights と Cloud Manager の相互運用性

Cloud Insights と Cloud Manager の統合の概要は次のようになります。

1. Cloud Volumes ONTAP で監視サービスを有効にした場合。

2. Cloud Manager によって環境が設定されます。次の処理を行います。

a. Cloud Insights テナント（ environment ）を作成し、 Cloud Central アカウントのすべてのユーザをテ
ナントに関連付けます。

b. Cloud Insights の 30 日間無償トライアルをご利用いただけます。

c. Acquisition Unit と呼ばれる VPC に仮想マシンを導入して、ボリュームを監視します（上記の「 Cost

」セクションに記載された VM ）。

d. Acquisition Unit を Cloud Volumes ONTAP および Cloud Insights テナントに接続します。

3. Cloud Manager では、監視をクリックし、パフォーマンスデータを使用してパフォーマンスのトラブルシ
ューティングと最適化を行います。

次の図は、これらのコンポーネント間の関係を示しています。
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Acquisition Unit の略

監視を有効にすると、 Cloud Manager によって Acquisition Unit がコネクタと同じサブネットに導入されま
す。

An Acquisition Unit _ は、 Cloud Volumes ONTAP からパフォーマンスデータを収集し、 Cloud Insights テナ
ントに送信します。Cloud Manager は、そのデータを照会してユーザに提供します。

Acquisition Unit インスタンスについては、次の点に注意してください。

• Acquisition Unit は、 100GB の gp2 ボリュームである t3.xlarge インスタンスで実行されます。

• インスタンスの名前は AcquisitionUnit で、生成されたハッシュ（ UUID ）が連結されます。例：
AcquisitionUnit - FANFqeH

• 1 つのコネクタに展開される Acquisition Unit は 1 つだけです。

• 監視タブでパフォーマンス情報にアクセスするには、インスタンスが実行されている必要があります。

Cloud Insights テナント

監視を有効にすると、 Cloud Manager によって tenant がセットアップされます。Cloud Insights テナントを
使用して、 Acquisition Unit で収集されたパフォーマンスデータにアクセスできます。テナントは、 NetApp

Cloud Insights サービス内のセキュアなデータパーティションです。

Cloud Insights Web インターフェイス

Cloud Manager の Monitoring （監視）タブには、ボリュームの基本的なパフォーマンスデータが表示されま
す。ブラウザから Cloud Insights Web インターフェイスにアクセスして、より詳細な監視を実行したり、
Cloud Volumes ONTAP システムのアラートを設定したりできます。

無料トライアルとサブスクリプション

Cloud Manager を使用すると、 Cloud Insights の 30 日間無償トライアルで、 Cloud Manager 内にパフォーマ
ンスデータを提供したり、 Cloud Insights Standard Edition が提供する機能を確認したりできます。
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無償トライアルの終了時に登録する必要があります。登録しないと、 Cloud Insights テナントが最終的に削
除されます。Basic 、 Standard 、または Premium のいずれかのエディションに登録すると、 Cloud Manager

の監視機能を引き続き使用できます。

"Cloud Insights に登録する方法について説明します"。

AWS で Cloud Volumes ONTAP を監視しています

Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンスの監視を開始するには、いくつかの手順を実行
します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 構成がサポートされていることを確認します

AWS に Cloud Manager 3.8.4 以降を新規インストールしている必要があります。 AWS に Cloud Volumes

ONTAP がインストールされている必要があります。また、 Cloud Insights の新規のお客様である必要があり
ます。

 新規または既存のシステムで監視を有効にします

• 新しい作業環境：作業環境を作成するときは、必ず監視を有効にしてください（デフォルトで有効になっ
ています）。

• 既存の作業環境：作業環境を選択し、 * 監視の開始 * をクリックします。

 パフォーマンスデータを表示します

「 * Monitoring 」をクリックし、ボリュームのパフォーマンスデータを表示します。

 Cloud Insights に登録します

30 日間の無償トライアルの終了前にサブスクライブすると、 Cloud Manager と Cloud Insights で引き続きパ
フォーマンスデータを確認できます。 "登録方法については、こちらをご覧ください"。

要件

以下の要件を読み、サポートされている構成になっていることを確認してください。

サポートされる Cloud Manager のバージョン

Cloud Manager 3.8.4 以降の新規インストールが必要です。Monitoring サービスを有効にするには新しいイ
ンフラストラクチャが必要なため、新規インストールが必要です。このインフラは、 Cloud Manager 3.3.8

の新規インストールから利用できます。 4
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サポートされる Cloud Volumes ONTAP のバージョン

AWS 内の任意のバージョンの Cloud Volumes ONTAP 。

Cloud Insights の要件

Cloud Insights の新規のお客様である必要があります。Cloud Insights テナントがすでにある場合は、監視
はサポートされません。

Cloud Central の E メールアドレス

Cloud Central ユーザアカウントの E メールアドレスは、業務用 E メールアドレスである必要がありま
す。Cloud Insights テナントの作成時には、 Gmail や Hotmail などの無料のメールドメインはサポートさ
れていません。

Acquisition Unit のネットワーク

Acquisition Unit は、 Cloud Insights サーバへの接続に双方向認証を使用します。認証するには、クライア
ント証明書を Cloud Insights サーバに渡す必要があります。これを実現するには、データを復号化せずに
HTTP 要求を Cloud Insights サーバに転送するようにプロキシを設定する必要があります。

Acquisition Unit は、 Cloud Insights との通信に次の 2 つのエンドポイントを使用します。Acquisition Unit

サーバと Cloud Insights の間にファイアウォールがある場合は、ファイアウォールルールを設定する際に
次のエンドポイントが必要です。

https://aulogin.<Cloud Insights Domain>

https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>

例：

https://aulogin.c01.cloudinsights.netapp.com

https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-

333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com

Cloud Insights ドメインとテナント ID の特定についてサポートが必要な場合は、製品内チャットでお問い
合わせください。

コネクタのネットワーク

Acquisition Unit と同様に、コネクタは Cloud Insights テナントにアウトバウンド接続する必要がありま
す。しかし、コネクタが接触するエンドポイントはわずかに異なります。テナントの短縮 ID を使用してテ
ナントホストの URL にアクセスします。

 https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>

例：

 https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com

テナントホストの URL
の特定についてサポートが必要な場合は、製品内のチャットでお問い合わせください。
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新しいシステムで監視を有効にします

監視サービスは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になっています。このオプションは必ず有効にし
ておいてください。

手順

1. [ Cloud Volumes ONTAP の作成 *] をクリックします。

2. クラウドプロバイダとして Amazon Web Services を選択し、シングルノードまたは HA システムを選択
します。

3. [ 詳細と資格情報 ] ページに入力します。

4. [ サービス ] ページで、サービスを有効のままにして、 [* 続行 ] をクリックします。

既存のシステムで監視を有効にする

作業環境からいつでも監視を有効にできます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。

2. 作業環境を選択します。

3. 右側のペインで、 * モニタリングの開始 * をクリックします。
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 タブで使用できる [ 監視を
有効にする ] アイコンを示すスクリーンショット。"]

ボリュームを監視する

各ボリュームの IOPS 、スループット、レイテンシを表示してパフォーマンスを監視します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Monitoring * をクリックします。

2. ダッシュボードの内容をフィルタして必要な情報を取得します。

◦ 特定の作業環境を選択します。

◦ 別の期間を選択してください。

◦ 特定の SVM を選択します。

◦ 特定のボリュームを検索します。

次の図は、これらの各オプションを示しています。
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3. 表内のボリュームをクリックして行を展開し、 IOPS 、スループット、レイテンシのタイムラインを確認
します。

4. データを使用してパフォーマンスの問題を特定し、ユーザやアプリケーションへの影響を最小限に抑えま
す。

Cloud Insights から詳細情報を入手する

Cloud Manager の Monitoring （監視）タブには、ボリュームの基本的なパフォーマンスデータが表示されま
す。ブラウザから Cloud Insights Web インターフェイスにアクセスして、より詳細な監視を実行したり、
Cloud Volumes ONTAP システムのアラートを設定したりできます。

手順
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1. Cloud Manager の上部で、 * Monitoring * をクリックします。

2. [*Cloud Insights *] リンクをクリックします。

結果

Cloud Insights がブラウザの新しいタブで開きます。サポートが必要な場合は、を参照してください "Cloud

Insights のドキュメント"。

監視を無効にします

Cloud Volumes ONTAP の監視が不要になった場合は、いつでも無効にすることができます。

それぞれの作業環境で監視を無効にした場合は、 EC2 インスタンスを手動で削除する必要があ
ります。インスタンスの名前は AcquisitionUnit で、生成されたハッシュ（ UUID ）が連結され
ます。例： AcquisitionUnit - FANFqeH

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。

2. 作業環境を選択します。

3.
右側のペインで、をクリックします  アイコンをクリックし、 * スキャンを非アクティブ化 * を選択し
ます。

ランサムウェアからの保護を強化

ランサムウェア攻撃は、ビジネス時間、リソース、評判を低下させる可能性がありま
す。Cloud Manager では、ランサムウェアに対応したネットアップソリューションを実
装できます。これにより、可視化、検出、修復のための効果的なツールが提供されま
す。
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手順

1. 作業環境で、「 * ランサムウェア * 」アイコンをクリックします。

2. ネットアップのランサムウェア向けソリューションを導入する：

a. Snapshot ポリシーが有効になっていないボリュームがある場合は、 * Snapshot ポリシーのアクティ
ブ化 * をクリックします。

NetApp Snapshot テクノロジは、ランサムウェアの修復に業界最高のソリューションを提供します。
リカバリを成功させるには、感染していないバックアップからリストアすることが重要で
す。Snapshot コピーは読み取り専用であり、ランサムウェアによる破損を防止します。単一のファイ
ルコピーまたは完全なディザスタリカバリソリューションのイメージを作成する際の単位を提供する
こともできます。

b. FPolicy のアクティブ化 * をクリックして ONTAP の FPolicy ソリューションを有効にします。これに
より、ファイルの拡張子に基づいてファイル操作をブロックできます。

この予防ソリューションは、ランサムウェア攻撃からの保護を強化する一般的なランサムウェアファ
イルタイプをブロックします。
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管理

従量課金制システムの登録

ネットアップによるサポートは Cloud Volumes ONTAP Explore 、 Standard 、および
Premium システムに含まれていますが、先にシステムをネットアップに登録してサポー
トを有効にする必要があります。

手順

1. Cloud Manager にネットアップサポートサイトのアカウントをまだ追加していない場合は、「 * Account

Settings * 」に移動して追加します。

"ネットアップサポートサイトのアカウントを追加する方法について説明します"。

2. [ 作業環境 ] ページで、登録するシステムの名前をダブルクリックします。

3. メニューアイコンをクリックし、 * Support registration registration * （サポート登録 * ）をクリックしま
す。

4. ネットアップサポートサイトのアカウントを選択し、 * 登録 * をクリックします。

結果

Cloud Manager によってシステムがネットアップに登録されます。

Cloud Volumes ONTAP のセットアップ

Cloud Volumes ONTAP を導入したら、 NTP を使用してシステム時刻を同期し、
System Manager または CLI からオプションのタスクをいくつか実行してセットアップ
できます。
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タスク 説明

NTP を使用してシステム時刻
を同期します

NTP サーバを指定すると、ネットワーク内のシステム間で時刻が同期され
るため、時刻の違いによる問題の回避に役立ちます。

Cloud Manager API を使用するか、 CIFS サーバのセットアップ時にユー
ザインターフェイスから NTP サーバを指定します。

• "CIFS サーバの変更"

• "Cloud Manager API 開発者ガイド"

たとえば、 AWS のシングルノードシステム用の API は次のようになりま
す。

オプション： AutoSupport を設
定します

AutoSupport は、システムの状態をプロアクティブに監視し、デフォルトで
メッセージをネットアップのテクニカルサポートに自動的に送信します。
インスタンスを起動する前にアカウント管理者がプロキシサーバを Cloud

Manager に追加していた場合、 Cloud Volumes ONTAP はそのプロキシサ
ーバを AutoSupport メッセージに使用するように設定されま
す。AutoSupport をテストして、メッセージを送信できることを確認する必
要があります。手順については、 System Manager のヘルプまたはを参照
してください "ONTAP 9 システムアドミニストレーションリファレンス"。

オプション： Cloud Manager

を AutoSupport プロキシとして
設定

プロキシサーバで AutoSupport メッセージを送信する必要がある環境で
は、プロキシとして機能するように Cloud Manager を設定できま
す。Cloud Manager の設定は、インターネットアクセス以外は必要ありま
せん。Cloud Volumes ONTAP の CLI にアクセスして、次のコマンドを実行
するだけです。

system node autosupport modify -proxy-url <cloud-

manager-ip-address>

オプション： EMS を設定しま
す

イベント管理システム（ EMS ）は、 Cloud Volumes ONTAP システムで発
生したイベントに関する情報を収集して表示します。イベント通知を受信
するには、イベントの宛先（電子メールアドレス、 SNMP トラップホス
ト、または syslog サーバ）とイベントのルートを特定のイベントの重大度
に設定します。EMS は CLI を使用して設定できます。手順については、を
参照してください "ONTAP 9 EMS 構成エクスプレスガイド"。
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タスク 説明

オプション：複数の AWS アベ
イラビリティゾーンに HA シス
テムの SVM 管理ネットワーク
インターフェイス（ LIF ）を作
成する

SnapCenter または SnapDrive for Windows を HA ペアで使用する場合は、
Storage Virtual Machine （ SVM ） Management Network Interface （ LIF

）が必要です。複数の AWS アベイラビリティゾーンで HA ペアを使用する
場合は、 SVM 管理 LIF で _floating_ip アドレスを使用する必要がありま
す。

HA ペアの起動時に、フローティング IP アドレスを指定するように求めら
れます。IP アドレスを指定しなかった場合は、 System Manager または
CLI から SVM 管理 LIF を自分で作成できます。次に、 CLI から LIF を作成
する例を示します。

network interface create -vserver svm_cloud -lif

svm_mgmt -role data -data-protocol none -home-node

cloud-01 -home-port e0a -address 10.0.2.126

-netmask 255.255.255.0 -status-admin up -firewall

-policy mgmt

オプション：設定ファイルのバ
ックアップ場所を変更します

Cloud Volumes ONTAP は、適切に動作するために必要な設定可能なオプシ
ョンに関する情報を含む構成バックアップファイルを自動的に作成しま
す。デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP は 8 時間ごとにファイルを
コネクタホストにバックアップします。バックアップを別の場所に送信す
る場合は、データセンターまたは AWS 内の FTP または HTTP サーバにバ
ックアップの場所を変更できます。たとえば、 FAS ストレージシステムの
バックアップ場所がすでにあるとします。バックアップの場所は、 CLI を
使用して変更できます。を参照してください "ONTAP 9 システムアドミニ
ストレーションリファレンス"。

Cloud Volumes ONTAP の BYOL ライセンスの管理

Cloud Volumes ONTAP BYOL システムライセンスを追加して、容量を追加したり、既存
のシステムライセンスを更新したり、クラウドへのバックアップの BYOL ライセンスを
管理したりできます。

システムライセンスの管理

Cloud Volumes ONTAP BYOL システムでは、複数のライセンスを購入して、 368 TB を超える容量を割り当
てることができます。たとえば、 2 つのライセンスを購入して、 Cloud Volumes ONTAP に最大 736TB の容
量を割り当てることができます。また、 4 つのライセンスを購入して、最大 1.4 PB までライセンスを取得す
ることもできます。

シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。

システムライセンスファイルを取得しています

ほとんどの場合、 Cloud Manager はネットアップサポートサイトのアカウントを使用してライセンスファイ
ルを自動的に取得できます。ただし、アップロードできない場合は、ライセンスファイルを手動でアップロー
ドする必要があります。ライセンスファイルがない場合は、 netapp.com から入手できます。
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手順

1. にアクセスします "ネットアップライセンスファイルジェネレータ" をクリックし、ネットアップサポート
サイトのクレデンシャルでログインします。

2. パスワードを入力し、製品を選択してシリアル番号を入力し、プライバシーポリシーを読み、同意したこ
とを確認してから、 * Submit * をクリックします。

◦ 例 *

3. 電子メールまたは直接ダウンロードで serialnumber.nlf JSON ファイルを受信するかどうかを選択しま
す。

新しいシステムライセンスの追加

いつでも新しい BYOL システムライセンスを追加して、 Cloud Volumes ONTAP BYOL システムに追加の 368

TB の容量を割り当てられます。

手順

1. Cloud Manager で、 Cloud Volumes ONTAP BYOL 作業環境を開きます。

2. メニューアイコンをクリックし、 * ライセンス * をクリックします。
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3. 「 * CVO System License の追加 * 」をクリックします。

4. シリアル番号を入力するか、ライセンスファイルをアップロードするかを選択します。

5. [ ライセンスの追加 ] をクリックします。

結果

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP システムに新しいライセンスファイルをインストールします。

システムライセンスの更新

ネットアップの担当者に連絡して BYOL サブスクリプションを更新すると、 Cloud Manager は自動的にネッ
トアップから新しいライセンスを取得し、 Cloud Volumes ONTAP システムにインストールします。

Cloud Manager がセキュアなインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合は、ユ
ーザがファイルを取得して、 Cloud Manager に手動でアップロードできます。

手順

1. Cloud Manager で、 Cloud Volumes ONTAP BYOL 作業環境を開きます。

2. メニューアイコンをクリックし、 * ライセンス * をクリックします。

3. 「 * CVO System License の更新 * 」をクリックします。
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4. [ ファイルのアップロード ] をクリックし、ライセンスファイルを選択します。

5. ［ * ライセンスの更新 * ］ をクリックします。

結果

Cloud Manager によって、 Cloud Volumes ONTAP システムのライセンスが更新されます。

バックアップ BYOL ライセンスを追加および更新する

BYOL ライセンスを追加または更新するには、 BYOL Licenses ページを使用します。

手順

1. Cloud Manager で、 Cloud Volumes ONTAP BYOL 作業環境を開きます。

2. メニューアイコンをクリックし、 * ライセンス * をクリックします。

3. 新しいライセンスを追加するか、既存のライセンスを更新するかに応じて、 * バックアップライセンスの
追加 * または * バックアップライセンスの更新 * をクリックします。
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4. ライセンス情報を入力し、 * ライセンスの追加 * をクリックします。

◦ シリアル番号がある場合は、「 * バックアップを使用したシリアル番号の入力 * 」オプションを選択
して、シリアル番号を入力します。

◦ バックアップライセンスファイルがある場合は、 * バックアップライセンスのアップロード * オプシ
ョンを選択し、プロンプトに従ってファイルを接続します。

結果

Cloud Manager によってライセンスが追加または更新され、 Backup to Cloud サービスがアクティブになりま
す。
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Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアを更新しています

Cloud Manager には、現在の Cloud Volumes ONTAP リリースへのアップグレード、ま
たは Cloud Volumes ONTAP を以前のリリースにダウングレードするために使用できる
いくつかのオプションがあります。ソフトウェアをアップグレードまたはダウングレー
ドする前に、 Cloud Volumes ONTAP システムを準備する必要があります。

ソフトウェアの更新を Cloud Manager で完了しておく必要があります

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System

Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行う
と、システムの安定性に影響を与える可能性

Cloud Volumes ONTAP の更新方法

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP の新しいバージョンが利用可能になると、 Cloud Volumes

ONTAP の作業環境に次の通知を表示します。

 ページに表示される新しいバージ
ョンの通知を示します。"]

この通知からアップグレードプロセスを開始できます。アップグレードプロセスを自動化するには、 S3 バケ
ットからソフトウェアイメージを取得し、イメージをインストールしてから、システムを再起動します。詳細
については、を参照してください Cloud Manager 通知からの Cloud Volumes ONTAP のアップグレード。
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AWS の HA システムの場合、 Cloud Manager のアップグレードプロセスの一環として HA メ
ディエーターがアップグレードされることがあります。

ソフトウェアアップデートの詳細オプション

Cloud Manager には、 Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアを更新するための次の高度なオプションも用意さ
れています。

• 外部 URL のイメージを使用してソフトウェアを更新します

このオプションは、 Cloud Manager が S3 バケットにアクセスしてソフトウェアをアップグレードできな
い場合、パッチが提供されている場合、またはソフトウェアを特定のバージョンにダウングレードする場
合に役立ちます。

詳細については、を参照してください HTTP または FTP サーバを使用した Cloud Volumes ONTAP のア
ップグレードまたはダウングレード。

• システムの代替イメージを使用してソフトウェアを更新します

このオプションを使用すると、代替ソフトウェアイメージをデフォルトイメージにすることで、以前のバ
ージョンにダウングレードできます。このオプションは HA ペアでは使用できません。

詳細については、を参照してください ローカルイメージを使用した Cloud Volumes ONTAP のダウングレ
ード。

Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアの更新の準備

アップグレードまたはダウングレードを実行する前に、システムの準備ができていることを確認し、必要な設
定変更を行う必要があります。

• [ダウンタイムの計画]

• [バージョン要件の確認]

• [自動ギブバックが有効になっていることの確認]

• SnapMirror 転送の一時停止

• [アグリゲートがオンラインであることの確認]

ダウンタイムの計画

シングルノードシステムをアップグレードする場合は、アップグレードプロセスによって、 I/O が中断される
最長 25 分間システムがオフラインになります。

HA ペアのアップグレードは無停止で、 I/O が中断されません。無停止アップグレードでは、各ノードが連携
してアップグレードされ、クライアントへの I/O の提供が継続されます。

バージョン要件の確認

アップグレードまたはダウングレード可能な ONTAP のバージョンは、システムで現在実行している ONTAP

のバージョンによって異なります。

バージョン要件については、を参照してください "ONTAP 9 ドキュメント：「 Cluster update
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requirements"。

自動ギブバックが有効になっていることの確認

Cloud Volumes ONTAP HA ペア（デフォルト設定）で自動ギブバックを有効にする必要があります。サポー
トされていない場合、処理は失敗します。

"ONTAP 9 ドキュメント：「 Commands for configuring automatic giveback"

SnapMirror 転送の一時停止

Cloud Volumes ONTAP システムにアクティブな SnapMirror 関係がある場合は、 Cloud Volumes ONTAP ソフ
トウェアを更新する前に転送を一時停止することを推奨します。転送を一時停止すると、 SnapMirror の障害
を防ぐことができます。デスティネーションシステムからの転送を一時停止する必要があります。

このタスクについて

ここでは、 System Manager for Version 9.3 以降の使用方法について説明します。

手順

1. "System Manager にログインします。" デスティネーションシステムから作成します。

2. ［ * 保護 ］ > ［ 関係 * ］ の順にクリックします。

3. 関係を選択し、 * Operations > Quiesce * をクリックします。

アグリゲートがオンラインであることの確認

ソフトウェアを更新する前に、 Cloud Volumes ONTAP のアグリゲートがオンラインである必要があります。
アグリゲートはほとんどの構成でオンラインになっている必要がありますが、オンラインになっていない場合
はオンラインにしてください。

このタスクについて

ここでは、 System Manager for Version 9.3 以降の使用方法について説明します。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 高度な割り当て * をクリックします。

2. アグリゲートを選択し、 * Info * をクリックして、状態がオンラインであることを確認します。
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3. アグリゲートがオフラインの場合は、 System Manager を使用してアグリゲートをオンラインにします。

a. "System Manager にログインします。"。

b. ストレージ > アグリゲートとディスク > アグリゲート * をクリックします。

c. アグリゲートを選択し、 * その他の操作 > ステータス > オンライン * をクリックします。

Cloud Manager 通知からの Cloud Volumes ONTAP のアップグレード

新しいバージョンの Cloud Volumes ONTAP が利用可能になると、 Cloud Manager から通知が表示されま
す。通知をクリックしてアップグレードプロセスを開始します。

作業を開始する前に

Cloud Volumes ONTAP システムでは、ボリュームやアグリゲートの作成などの Cloud Manager 操作を実行し
てはいけません。

手順

1. [ 作業環境（ Working Environments ） ] をクリックします。

2. 作業環境を選択します。

新しいバージョンが使用可能になると、右側のペインに通知が表示されます。
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 ページに表示される新しいバ
ージョンの通知を示します。"]

3. 新しいバージョンが利用可能な場合は、 * アップグレード * をクリックします。

4. [ リリース情報 ] ページで、リンクをクリックして、指定したバージョンのリリースノートを読み、 [ * 読
み … * ] チェックボックスをオンにします。

5. エンドユーザライセンス契約（ EULA ）ページで EULA を読んでから、「 * I read and approve the EULA

* 」を選択します。

6. [ レビューと承認 ] ページで、重要なメモを読み、 [* I understand … * ] を選択して、 [* Go * ] をクリック
します。

結果

Cloud Manager がソフトウェアのアップグレードを開始します。ソフトウェアの更新が完了したら、作業環
境に対してアクションを実行できます。

完了後

SnapMirror 転送を一時停止した場合は、 System Manager を使用して転送を再開します。

HTTP または FTP サーバを使用した Cloud Volumes ONTAP のアップグレードまたはダウングレード

Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアイメージを HTTP サーバまたは FTP サーバに配置し、 Cloud Manager

からソフトウェアの更新を開始できます。このオプションは、 Cloud Manager が S3 バケットにアクセスし
てソフトウェアをアップグレードできない場合、またはソフトウェアをダウングレードする場合に使用できま
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す。

手順

1. Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアイメージをホストできる HTTP サーバまたは FTP サーバを設定しま
す。

2. 仮想ネットワークへの VPN 接続がある場合は、 Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアイメージを自社の
ネットワーク内の HTTP サーバまたは FTP サーバに配置できます。それ以外の場合は、クラウド内の
HTTP サーバまたは FTP サーバにファイルを配置する必要があります。

3. Cloud Volumes ONTAP 用に独自のセキュリティグループを使用する場合は、送信ルールで HTTP または
FTP 接続が許可されていることを確認し、 Cloud Volumes ONTAP がソフトウェアイメージにアクセスで
きるようにします。

事前定義された Cloud Volumes ONTAP セキュリティグループでは、デフォルトで発信
HTTP 接続と FTP 接続が許可されます。

4. からソフトウェアイメージを取得します "ネットアップサポートサイト"。

5. ソフトウェアイメージを、ファイルの提供元の HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリにコピ
ーします。

6. Cloud Manager の作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * Advanced > Update Cloud Volumes

ONTAP * をクリックします。

7. アップデートソフトウェアページで、「 URL から利用可能なイメージを選択」を選択し、 URL を入力し
て「 * イメージの変更 * 」をクリックします。

8. [* Proceed]( 続行 ) をクリックして確定します

結果

Cloud Manager がソフトウェアの更新を開始します。ソフトウェアの更新が完了したら、作業環境に対して
アクションを実行できます。

完了後

SnapMirror 転送を一時停止した場合は、 System Manager を使用して転送を再開します。

ローカルイメージを使用した Cloud Volumes ONTAP のダウングレード

同一リリースファミリの以前のリリース（ 9.5 から 9.4 など）への Cloud Volumes ONTAP の移行は、ダウン
グレードと呼ばれます。新規クラスタまたはテストクラスタをダウングレードする場合は、サポートなしでダ
ウングレードできますが、本番クラスタをダウングレードする場合は、テクニカルサポートにお問い合わせく
ださい。

各 Cloud Volumes ONTAP システムには、実行中の現在のイメージとブート可能な代替イメージの 2 つのソフ
トウェアイメージを格納できます。Cloud Manager では、代替イメージをデフォルトイメージに変更できま
す。現在のイメージに問題が発生している場合は、このオプションを使用して以前のバージョンの Cloud

Volumes ONTAP にダウングレードできます。

このタスクについて

このダウングレードプロセスは、シングルクラウドボリューム ONTAP システムでのみ使用できます。HA ペ
アでは使用できません。

手順
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1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > Cloud Volumes ONTAP の更新 * をクリック
します。

2. ソフトウェアの更新ページで、代替イメージを選択し、 * イメージの変更 * をクリックします。

3. [* Proceed]( 続行 ) をクリックして確定します

結果

Cloud Manager がソフトウェアの更新を開始します。ソフトウェアの更新が完了したら、作業環境に対して
アクションを実行できます。

完了後

SnapMirror 転送を一時停止した場合は、 System Manager を使用して転送を再開します。

Cloud Volumes ONTAP システムの変更

ストレージニーズの変化に合わせて Cloud Volumes ONTAP システム構成の変更が必要
になる場合があります。たとえば、従量課金制構成の変更、インスタンスや VM のタイ
プの変更などが可能です。

Cloud Volumes ONTAP のインスタンスまたはマシンタイプを変更する

AWS 、 Azure 、 GCP で Cloud Volumes ONTAP を起動する際には、いくつかのインスタンスまたはマシン
のタイプから選択できます。必要に応じてサイズが小さすぎる、または大きすぎると判断した場合は、いつで
もインスタンスまたはマシンタイプを変更できます。

このタスクについて

• Cloud Volumes ONTAP HA ペア（デフォルト設定）で自動ギブバックを有効にする必要があります。サポ
ートされていない場合、処理は失敗します。

"ONTAP 9 ドキュメント：「 Commands for configuring automatic giveback"

• インスタンスまたはマシンタイプを変更すると、クラウドプロバイダのサービス料金に影響します。

• Cloud Volumes ONTAP が再起動されます。

シングルノードシステムの場合、 I/O は中断されます。

HA ペアの場合、変更は中断されません。HA ペアは引き続きデータを提供します。

テイクオーバーを開始してギブバックを待機することで、 Cloud Manager は一度に 1 つの
ノードを正常に変更します。ネットアップの QA チームは、このプロセスでファイルの書
き込みと読み取りの両方をテストしたため、クライアント側で問題は発生しませんでし
た。接続が変更されると、 I/O レベルでの再試行が表示されますが、アプリケーションレイ
ヤはこれらの NFS / CIFS 接続の「再配線」の省略形を使用しています。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * ライセンスまたはインスタンスの変更 * for AWS 、 * ラ
イセンスまたは VM * for Azure 、 * ライセンスまたはマシンの変更 * for GCP をクリックします。

2. 従量課金制の構成を使用している場合は、オプションで別のライセンスを選択できます。
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3. インスタンスまたはマシンタイプを選択し、チェックボックスを選択して、変更の影響を理解したことを
確認し、 * OK * をクリックします。

結果

Cloud Volumes ONTAP が新しい設定でリブートします。

従量課金制の構成を切り替える

従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを起動した後は、ライセンスを変更することで、いつでも
Explore 、 Standard 、 Premium の構成を変更できます。ライセンスを変更すると、未フォーマット時の容量
制限が増減し、別の AWS インスタンスタイプまたは Azure 仮想マシンタイプから選択できます。

GCP では、従量課金制構成ごとに 1 つのマシンタイプを使用できます。異なるマシンタイプの
中から選択することはできません。

このタスクについて

従量課金制ライセンスの切り替えについては、次の点に注意してください。

• Cloud Volumes ONTAP が再起動されます。

シングルノードシステムの場合、 I/O は中断されます。

HA ペアの場合、変更は中断されません。HA ペアは引き続きデータを提供します。

• インスタンスまたはマシンタイプを変更すると、クラウドプロバイダのサービス料金に影響します。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * ライセンスまたはインスタンスの変更 * for AWS 、 * ラ
イセンスまたは VM * for Azure 、 * ライセンスまたはマシンの変更 * for GCP をクリックします。

2. ライセンスタイプとインスタンスタイプまたはマシンタイプを選択し、チェックボックスを選択して、変
更の影響を理解していることを確認し、 * OK * をクリックします。

結果

Cloud Volumes ONTAP が新しいライセンス、インスタンスタイプまたはマシンタイプ、またはその両方でリ
ブートします。

代替クラウドボリューム ONTAP 構成への移行

従量課金制サブスクリプションと BYOL サブスクリプションを切り替える場合、または単一の Cloud

Volumes ONTAP システムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新
しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

手順

1. 新しい Cloud Volumes ONTAP の作業環境を作成します。

"AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"

"Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します"

"GCP での Cloud Volumes ONTAP の起動"

2. "1 回限りのデータレプリケーションを設定します" レプリケートする必要がある各ボリュームのシステム
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間。

3. 終了した Cloud Volumes ONTAP システムを終了します ニーズ "元の作業環境を削除します"。

書き込み速度を通常または高速に変更しています

Cloud Manager では、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムの書き込み速度設定を選択できま
す。デフォルトの書き込み速度は normal です。ワークロードで高速書き込みパフォーマンスが必要な場合
は、高速書き込み速度に変更できます。書き込み速度を変更する前に、次のことを確認してください "通常の
設定と高い設定の違いを理解する"。

このタスクについて

• ボリュームやアグリゲートの作成などの処理が実行中でないことを確認してください。

• この変更によって Cloud Volumes ONTAP が再起動され、 I/O が中断されることに注意してください。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > 書き込み速度 * をクリックします。

2. 「 * Normal * 」または「 * High * 」を選択します。

「高」を選択した場合は、「 I understand … 」文を読んで、チェックボックスをオンにして確認する必
要があります。

3. [ 保存 ] をクリックし、確認メッセージを確認して、 [ 続行 ] をクリックします。

Storage VM 名を変更しています

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP 用に作成した単一の Storage VM （ SVM ）に自動的に名前を付
けます。厳密な命名規則がある場合は、 SVM の名前を変更できます。たとえば、 ONTAP クラスタの SVM

の名前と同じ名前にすることができます。

ただし、 Cloud Volumes ONTAP 用に SVM を追加で作成した場合は、 Cloud Manager で SVM の名前を変更
することはできません。Cloud Volumes ONTAP から直接実行する必要があります。そのためには、 System

Manager または CLI を使用します。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 情報 * をクリックします。

2. Storage VM 名の右にある編集アイコンをクリックします。
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3. SVM 名の変更ダイアログボックスで名前を変更し、 * 保存 * をクリックします。

Cloud Volumes ONTAP のパスワードの変更

Cloud Volumes ONTAP にはクラスタ管理者アカウントが含まれています。必要に応じて、 Cloud Manager か
らこのアカウントのパスワードを変更できます。

System Manager または CLI を使用して admin アカウントのパスワードを変更しないでくださ
い。パスワードは Cloud Manager に反映されません。その結果、 Cloud Manager はインスタ
ンスを適切に監視できません。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > パスワードの設定 * をクリックします。

2. 新しいパスワードを 2 回入力し、 [ 保存 ] をクリックします。

新しいパスワードは、最後に使用した 6 つのパスワードのうちの 1 つと異なるものにする必要がありま
す。

C4.4XLarge および C4.8XLarge インスタンスのネットワーク MTU の変更

デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP は、 CS4.4XLarge インスタンスまたは AWS の C4.8XLarge イン
スタンスを選択した場合に、 9,000 MTU （ジャンボフレームとも呼ばれます）を使用するように設定されて
います。ネットワーク設定に適している場合は、ネットワーク MTU を 1,500 バイトに変更できます。

このタスクについて

9,000 バイトのネットワーク最大伝送ユニット（ MTU ）は、特定の構成で可能な最大ネットワークスループ
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ットを提供できます。

同じ vPC 内のクライアントが Cloud Volumes ONTAP システムと通信し、それらのクライアントの一部また
はすべてが 9,000 MTU をサポートしている場合は、 9,000 MTU を選択することを推奨します。トラフィック
が vPC から発信されると、パケットの断片化が発生し、パフォーマンスが低下する可能性があります。

VPC 外のクライアントまたはシステムが Cloud Volumes ONTAP システムと通信する場合は、ネットワーク
MTU を 1,500 バイトにすることをお勧めします。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 詳細設定 > ネットワーク利用率 * をクリックします。

2. [* 標準 * ] または [ * ジャンボフレーム * ] を選択します。

3. [ 変更（ Change ） ] をクリックします。

複数の AWS の HA ペアに関連付けられているルーティングテーブルの変更 AZS

HA ペアのフローティング IP アドレスへのルートを含む AWS ルーティングテーブルを変更できます。この処
理は、新しい NFS または CIFS クライアントが AWS の HA ペアにアクセスする必要がある場合に実行でき
ます。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 情報 * をクリックします。

2. * ルートテーブル * をクリックします。

3. 選択したルーティングテーブルのリストを変更し、 * 保存 * をクリックします。

結果

Cloud Manager は AWS 要求を送信してルートテーブルを変更します。

Cloud Volumes ONTAP の状態の管理

Cloud Manager から Cloud Volumes ONTAP を停止して起動し、クラウドコンピューテ
ィングコストを管理できます。

Cloud Volumes ONTAP の自動シャットダウンのスケジュール設定

特定の時間間隔で Cloud Volumes ONTAP をシャットダウンして、コンピューティングコストを削減できま
す。これを手動で行う代わりに、 Cloud Manager を設定して、システムを自動的にシャットダウンし、特定
の時間に再起動することができます。

このタスクについて

Cloud Volumes ONTAP システムの自動シャットダウンをスケジュールする際、アクティブなデータ転送が実
行中の場合のシャットダウンは延期されます。転送が完了すると、 Cloud Manager によってシステムがシャ
ットダウンされます。

このタスクでは、 HA ペアの両方のノードの自動シャットダウンをスケジューリングします。

手順

1. 作業環境で、時計アイコンをクリックします。
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2. シャットダウンスケジュールを指定します。

a. システムを毎日、平日、週末、またはこれら 3 つのオプションの組み合わせでシャットダウンするか
どうかを選択します。

b. システムをオフにするタイミングと、オフにする期間を指定します。

▪ 例 *

次の図は、毎週土曜日の午前 0 時にシステムをシャットダウンするように Cloud Manager に指示する
スケジュールを示しています48 時間。Cloud Manager は、毎週月曜日の午前 0 時にシステムを再起動
します

3. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

結果

Cloud Manager はスケジュールを保存します。時計アイコンが変化して、スケジュールが設定されたことを

示します。 

Cloud Volumes ONTAP を停止しています

Cloud Volumes ONTAP を停止すると、計算コストの発生を抑えることができ、ルートディスクとブートディ
スクの Snapshot が作成されます。これはトラブルシューティングに役立ちます。

このタスクについて

HA ペアを停止すると、 Cloud Manager は両方のノードをシャットダウンします。

手順

1. 作業環境で、 * 電源オフ * アイコンをクリックします。

2. Snapshot を作成するオプションを有効にしておくと、システムのリカバリが可能になります。

3. [ オフにする *] をクリックします。

システムの停止には、最大数分かかる場合があります。システムは、後で [ 作業環境 ] ページから再起動
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できます。

AWS のリソースコストを監視する

Cloud Manager では、 AWS での Cloud Volumes ONTAP の実行に関連するリソースコ
ストを確認できます。また、ネットアップの機能を使用してストレージコストを削減
し、どれだけのコストを節約したかを確認することもできます。

このタスクについて

ページを更新すると、 Cloud Manager によってコストが更新されます。最終的なコストの詳細については、
AWS を参照してください。

ステップ

1. Cloud Manager から AWS からコスト情報を取得できることを確認します。

a. Cloud Manager に権限を提供する IAM ポリシーに次の操作が含まれていることを確認します。

"ce:GetReservationUtilization",

"ce:GetDimensionValues",

"ce:GetCostAndUsage",

"ce:GetTags"

これらのアクションは最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。これらの権限は、
NetApp Cloud Central から自動的に導入された新しいシステムに含まれます。

b. "* WorkingEnvironmentId* タグをアクティブにします"。

AWS のコストを追跡するために、 Cloud Manager はコスト割り当てタグを Cloud Volumes ONTAP

インスタンスに割り当てます。最初の作業環境を作成したら、 * WorkingEnvironmentId * タグをアク
ティブ化します。ユーザ定義のタグは、請求とコスト管理のコンソールでアクティブ化するまでは
AWS 請求レポートに表示されません。

2. 作業環境ページで Cloud Volumes ONTAP 作業環境を選択し、コスト * をクリックします。

ボリュームでコスト削減機能を有効にしている場合、過去数カ月のコストと、ネットアップによる年間削
減量が表示されます。

次の図は、コストページの例を示しています。

243

https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/activating-tags.html


Cloud Volumes ONTAP に接続しています

Cloud Volumes ONTAP の高度な管理を実行する必要がある場合は、 OnCommand System Manager またはコ
マンドラインインターフェイスを使用します。

System Manager に接続しています

一部の Cloud Volumes ONTAP タスクを System Manager から実行する必要が生じることがあります。
System Manager は、 Cloud Volumes ONTAP システム上で稼働するブラウザベースの管理ツールです。たと
えば、 LUN を作成する場合は、 System Manager を使用する必要があります。

作業を開始する前に

Cloud Manager にアクセスするコンピュータは、 Cloud Volumes ONTAP にネットワーク接続している必要が
あります。たとえば、 AWS または Azure の Jump ホストから Cloud Manager にログインする必要がある場
合があります。

複数の AWS 可用性ゾーンに導入されている場合、 Cloud Volumes ONTAP HA 構成では、クラ
スタ管理インターフェイスにフローティング IP アドレスが使用されます。つまり、外部ルーテ
ィングは使用できません。同じルーティングドメインの一部であるホストから接続する必要が
あります。

手順

1. [ 作業環境 ] ページで、 System Manager で管理する Cloud Volumes ONTAP システムをダブルクリック
します。

2. メニューアイコンをクリックし、 * Advanced > System Manager * をクリックします。

3. [* 起動 * ] をクリックします。

System Manager が新しいブラウザタブにロードされます。
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4. ログイン画面で、 [ ユーザー名 ] フィールドに「 * admin * 」と入力し、作業環境の作成時に指定したパス
ワードを入力して、 [ * サインイン * ] をクリックします。

結果

System Manager コンソールがロードされます。これで、 Cloud Volumes ONTAP の管理に使用できるように
なりました。

Cloud Volumes ONTAP CLI に接続しています

Cloud Volumes ONTAP CLI を使用すると、すべての管理コマンドを実行できます。高度なタスクを実行する
場合や、 CLI を使用する場合に適しています。Secure Shell （ SSH ）を使用して CLI に接続できます。

作業を開始する前に

SSH を使用して Cloud Volumes に接続するホスト ONTAP は、 Cloud Volumes ONTAP にネットワーク接続
している必要があります。たとえば、 AWS または Azure の Jump ホストから SSH を使用する必要がある場
合があります。

複数の AZS に導入されている場合、 Cloud Volumes ONTAP HA 構成では、クラスタ管理イン
ターフェイスにフローティング IP アドレスが使用されます。これは、外部ルーティングが使用
できないことを意味します。同じルーティングドメインの一部であるホストから接続する必要
があります。

手順

1. Cloud Manager で、クラスタ管理インターフェイスの IP アドレスを特定します。

a. [ 作業環境 ] ページで、 Cloud Volumes ONTAP システムを選択します。

b. 右側のペインに表示されるクラスタ管理 IP アドレスをコピーします。

2. SSH を使用して、 admin アカウントを使用してクラスタ管理インターフェイスの IP アドレスに接続しま
す。

◦ 例 *

次の図は、 PuTTY を使用した例を示しています。

3. ログインプロンプトで、 admin アカウントのパスワードを入力します。

◦ 例 *

Password: ********

COT2::>
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Cloud Manager に既存の Cloud Volumes ONTAP システムを追加

既存の Cloud Volumes ONTAP システムを検出して Cloud Manager に追加できます。こ
の処理は、新しい Cloud Manager システムを導入した場合に実行できます。

作業を開始する前に

Cloud Volumes ONTAP 管理者ユーザアカウントのパスワードを知っている必要があります。

手順

1. 作業環境ページで、 * 作業環境の追加 * をクリックします。

2. システムが配置されているクラウドプロバイダを選択します。

3. Cloud Volumes ONTAP システムのタイプを選択します。

4. 既存のシステムを検出するには、リンクをクリックしてください。

5. [Region] ページで、インスタンスが実行されているリージョンを選択し、インスタンスを選択します。

6. [ 資格情報 ] ページで、 Cloud Volumes ONTAP 管理者ユーザーのパスワードを入力し、 [ * 移動 ] をクリ
ックします。

結果

Cloud Manager によって Cloud Volumes ONTAP インスタンスがワークスペースに追加されます。

Cloud Volumes ONTAP 作業環境を削除する

Cloud Volumes ONTAP システムは、クラウドプロバイダのコンソールからではなく、
Cloud Manager から削除することを推奨します。たとえば、 AWS からライセンスが有
効な Cloud Volumes ONTAP インスタンスを終了すると、別のインスタンスでこのライ
センスキーを使用できなくなります。ライセンスをリリースするには、作業環境を
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Cloud Manager から削除する必要があります。

このタスクについて

作業環境を削除すると、 Cloud Manager はインスタンスを終了し、ディスクとスナップショットを削除しま
す。

Cloud Volumes ONTAP インスタンスでは、 AWS からの偶発的な終了を防止するために、終端
保護が有効になっています。ただし、 AWS から Cloud Volumes ONTAP インスタンスを終了
する場合は、 AWS CloudFormation コンソールに移動して、インスタンスのスタックを削除す
る必要があります。スタック名は、作業環境の名前です。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * 削除 * をクリックします。

2. 作業環境の名前を入力し、 * 削除 * をクリックします。

作業環境を削除するには、最大 5 分かかります。
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ファイルサービスを使用してボリュームをプロビジ
ョニング

Azure NetApp Files の特長

Azure NetApp Files の詳細をご覧ください

Azure NetApp Files を使用すると、パフォーマンスを重視し、レイテンシの影響を受け
やすいコアアプリケーションを Azure に移行して実行できます。クラウドにリファクタ
リングする必要はありません。

の機能

• 複数のプロトコルをサポートしているため、 Linux と Windows 両方のアプリケーションを Azure でシー
ムレスに移行してスムーズに実行できます。

• 複数のパフォーマンス階層を使用することで、ワークロードのパフォーマンス要件に緊密に合わせること
ができます。

• SAP HANA 、 GDPR 、 HIPPA を含む業界をリードする認定資格を取得することで、最も要件の厳しいワ
ークロードを Azure に移行できます。

Cloud Manager のその他の機能

• NFS または SMB データを Azure NetApp Files に Cloud Manager から直接移行する。データ移行には、
ネットアップの Cloud Sync サービスが採用されています。 "詳細はこちら。"。

• 人工知能（ AI ）ベースのテクノロジを使用して、クラウドコンプライアンスはデータコンテキストを把
握し、 Azure NetApp Files アカウントに存在する機密データを特定するのに役立ちます。 "詳細はこち
ら。"。

コスト

"Azure NetApp Files の価格設定を確認する"。

サブスクリプションと課金は、 Cloud Manager ではなく Azure NetApp Files サービスによって維持されま
す。

サポートされている地域

"サポートされる Azure リージョンを表示します"。

アクセスを要求中です

Azure NetApp Files へのアクセスを許可する必要があります によって "オンラインリクエストを送信していま
す"。Azure NetApp Files チームからの承認を待ってから、次の手順に進む必要があります。

サポートを受ける

Azure NetApp Files に関連したテクニカルサポートの問題については、 Azure ポータルを使用して Microsoft
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にサポートリクエストを記録してください。関連する Microsoft サブスクリプションを選択し、「 * ストレ
ージ * 」の下の「 * Azure NetApp Files * 」サービス名を選択します。Microsoft サポートリクエストの作成に
必要な残りの情報を入力します。

Cloud Sync と Azure NetApp Files に関連する問題については、 Cloud Sync のシリアル番号を Cloud Sync サ
ービスから直接使用してネットアップから開始できます。Cloud Sync サービスには、 Cloud Manager のリン
クからアクセスする必要があります。 "プロセスを表示して Cloud Sync サポートを有効にします"。

関連リンク

• "NetApp Cloud Central ： Azure NetApp Files"

• "Azure NetApp Files のドキュメント"

• "Cloud Sync のドキュメント"

Azure NetApp Files をセットアップしています

Cloud Manager で Azure NetApp Files 作業環境を作成し、ネットアップアカウント、容
量プール、ボリューム、 Snapshot を作成および管理します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 アクセス権のリクエスト

"オンラインリクエストを送信します" Azure NetApp Files へのアクセスを許可する必要があります。

 Azure AD アプリケーションをセットアップする

Azure から Azure AD アプリケーションに権限を付与し、アプリケーション（クライアント） ID 、ディレク
トリ（テナント） ID 、クライアントシークレットの値をコピーします。

 Azure NetApp Files 作業環境を作成します

Cloud Manager で、 * 作業環境の追加 * > * Microsoft Azure * > * Azure NetApp Files * をクリックし、 AD ア
プリケーションの詳細を指定します。

アクセスを要求中です

Azure NetApp Files へのアクセスを許可する必要があります によって "オンラインリクエストを送信していま
す"。Azure NetApp Files チームからの承認を待ってから、次の手順に進む必要があります。
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Azure AD アプリケーションのセットアップ

Cloud Manager で Azure NetApp Files を設定および管理するには権限が必要です。Azure アカウントに必要
な権限を付与するには、 Azure AD アプリケーションを作成およびセットアップし、 Cloud Manager で必要
な Azure クレデンシャルを取得します。

AD アプリケーションの作成

Cloud Manager でロールベースアクセス制御に使用できる Azure Active Directory （ AD ）アプリケーション
とサービスプリンシパルを作成します。

作業を開始する前に

Azure で Active Directory アプリケーションを作成してロールに割り当てるための適切な権限が必要です。詳
細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Required permissions"。

手順

1. Azure ポータルで、 * Azure Active Directory * サービスを開きます。

2. メニューで、 * アプリ登録 * をクリックします。

3. アプリケーションを作成します。

a. [ 新規登録 ] をクリックします。

b. アプリケーションの詳細を指定します。

▪ * 名前 * ：アプリケーションの名前を入力します。

▪ * アカウントタイプ * ：アカウントタイプを選択します（ Cloud Manager で使用できます）。

▪ * リダイレクト URI *: このフィールドは空白のままにできます。

c. [*Register] をクリックします。

4. アプリケーション（クライアント） ID * とディレクトリ（テナント） ID * をコピーします。
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Cloud Manager で Azure NetApp Files 作業環境を作成するときは、アプリケーション（クライアント）
ID とディレクトリ（テナント） ID を指定する必要があります。Cloud Manager は、この ID を使用して
プログラムによってサインインします。

5. Cloud Manager が Azure AD で認証できるように、アプリケーションのクライアントシークレットを作成
します。

a. ［ * 証明書とシークレット > 新しいクライアントシークレット * ］ をクリックします。

b. シークレットと期間の説明を入力します。

c. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

d. クライアントシークレットの値をコピーします。

結果

これで AD アプリケーションがセットアップされ、アプリケーション（クライアント） ID 、ディレクトリ（
テナント） ID 、およびクライアントシークレットの値をコピーしました。この情報は、 Azure NetApp Files

作業環境を追加するときに、 Cloud Manager で入力する必要があります。

アプリケーションをロールに割り当てます

サービスプリンシパルを Azure サブスクリプションにバインドし、必要な権限を持つカスタムロールを割り
当てる必要があります。

手順
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1. "Azure でカスタムロールを作成します"。

Azure ポータルでロールを作成する手順は次のとおりです。

a. サブスクリプションを開き、 * アクセスコントロール（ IAM ） * をクリックします。

b. [ 追加 ] 、 [ カスタムロールの追加 ] の順にクリックします。

c. [* 基本情報 * （ * Basics * ） ] タブで、ロールの名前と説明を入力します。

d. JSON * をクリックし、 JSON 形式の右上に表示される * 編集 * をクリックします。

e. actions に次の権限を追加します。

"actions": [

    "Microsoft.NetApp/*",

    "Microsoft.Resources/resources/read",

    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

 

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",

    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",

    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",

    "Microsoft.Insights/Metrics/Read"

    ],

f. [ * 保存 * ] をクリックし、 [ * 次へ * ] をクリックして、 [ * 作成 * ] をクリックします。

2. 次に、作成したロールにアプリケーションを割り当てます。

a. Azure ポータルで、サブスクリプションを開き、 * アクセス制御（ IAM ） > 追加 > ロール割り当ての
追加 * をクリックします。
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b. 作成したカスタムロールを選択します。

c. Azure AD のユーザ、グループ、サービスプリンシパル * は選択したままにします。

d. アプリケーションの名前を検索します（リストをスクロールして探すことはできません）。

e. アプリケーションを選択し、 * 保存 * をクリックします。

Cloud Manager のサービスプリンシパルに、そのサブスクリプションに必要な Azure の権限が付与さ
れるようになりました。

Azure NetApp Files 作業環境の作成

ボリュームの作成を開始できるように、 Cloud Manager で Azure NetApp Files 作業環境をセットアップしま
す。

1. 作業環境ページで、 * 作業環境の追加 * をクリックします。

2. [Microsoft Azure* ] 、 [*Azure NetApp Files *] の順に選択します。

3. 以前に設定した AD アプリケーションの詳細を指定します。
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4. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

結果

これで Azure NetApp Files の作業環境が作成されました。

次の手順

"ボリュームの作成と管理を開始します"。

Azure NetApp Files 用のボリュームを作成および管理する

作業環境をセットアップしたら、 Azure NetApp Files アカウント、容量プール、ボリュ
ーム、 Snapshot を作成して管理できます。
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ボリュームの作成

NFS または SMB ボリュームは、新規または既存の Azure NetApp Files アカウントで作成できます。

手順

1. Azure NetApp Files 作業環境を開きます。

2. [ 新しいボリュームの追加 ] をクリックします。

3. 各ページで必要な情報を入力します。

◦ * Azure NetApp Files アカウント * ：既存の Azure NetApp Files アカウントを選択するか、新しいアカ
ウントを作成します。

◦ * 容量プール * ：既存の容量プールを選択するか、新しい容量プールを作成します。

新しい容量プールを作成する場合は、サイズを指定してを選択する必要があります "サービスレベル
"。

容量プールの最小サイズは 4TB です。サイズは 4TB の倍数で指定できます。

◦ * 詳細とタグ * ：ボリュームの名前とサイズ、ボリュームを配置する VNet とサブネットを入力し、必
要に応じてボリュームのタグを指定します。

◦ * プロトコル * ： NFS または SMB プロトコルを選択し、必要な情報を入力します。

以下に、 NFS の詳細の例を示します。
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SMB の詳細の例を次に示します。最初の SMB ボリュームをセットアップするときに、 Active

Directory の情報を指定する必要があります。

4. [ ボリュームの追加 ] をクリックします。

ボリュームのマウント

Cloud Manager でのマウント手順を参照して、ホストにボリュームをマウントできるようにします。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * ボリュームをマウント * を選択します。
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3. 指示に従ってボリュームをマウントします。

ボリュームのサイズとタグを編集する

ボリュームの作成後、ボリュームのサイズやタグをいつでも変更できます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * を選択します。

3. 必要に応じてサイズとタグを変更します。

4. [ 適用（ Apply ） ] をクリックします。

Snapshot コピーの管理

Snapshot コピーは、ボリュームのポイントインタイムコピーを提供します。Snapshot コピーの作成、新しい
ボリュームへのデータのリストア、および Snapshot コピーの削除

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 Snapshot コピーの管理に使用できるオプションを 1 つ選択します。

◦ * Snapshot コピーを作成します *

◦ * 新しいボリュームへのリストア *

◦ * Snapshot コピーを削除します。 *

3. プロンプトに従って、選択した操作を完了します。

ボリュームの削除

不要になったボリュームを削除します。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 削除 * をクリックします。

3. ボリュームを削除することを確定します。
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Azure NetApp Files の削除

この操作を実行すると、 Azure NetApp Files が Cloud Manager から削除されます。Azure NetApp Files アカ
ウントやボリュームは削除されません。Azure NetApp Files はいつでも Cloud Manager に追加できます。

手順

1. Azure NetApp Files 作業環境を開きます。

2. ページの右上にあるアクションメニューを選択し、 * Azure NetApp Files の削除 * をクリックします。

3. [ 削除（ Remove ） ] をクリックして確定します。

Cloud Volumes Service for AWS

Cloud Volumes Service for AWS の詳細については、こちらをご覧ください

NetApp Cloud Volumes Service for AWS は、 NFS や SMB 経由で NAS ボリュームにオ
ールフラッシュのパフォーマンスを提供するクラウドネイティブのファイルサービスで
す。このサービスを使用すると、従来型アプリケーションを含むあらゆるワークロード
を AWS クラウドで実行できます。

Cloud Volumes Service for AWS を使用するメリット

Cloud Volumes Service for AWS には次のようなメリットがあります。

• フルマネージドサービス。ストレージデバイスの構成や管理は不要です

• NFSv3 、 NFSv4.1 、および SMB 3.0 / 3.1.1 NAS プロトコルがサポートされます

• Linux インスタンスと Windows Elastic Container Service （ ECS ）インスタンスへのセキュアなアクセ
ス。以下のサポートが含まれます。

◦ Amazon Linux 2 、 Red Hat Enterprise Linux 7.5 、 SLES 12 SP3 、および Ubuntu 16.04 LTS

◦ Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 R2 、および Windows Server 2016
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• バンドル価格と従量課金制のいずれかを選択できます

コスト

Cloud Volumes Service for AWS で作成されたボリュームには、 Cloud Manager ではなくサービスへのサブス
クリプションに基づいて料金が発生します。

Cloud Manager から Cloud Volumes Service for AWS のリージョンまたはボリュームを検出する料金は発生し
ません。

始める前に

• Cloud Manager では、既存の Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションとボリュームを検出で
きます。を参照してください "『 NetApp Cloud Volumes Service for AWS Account Setup Guide 』を参照
してください" 月額プランをまだ設定していない場合は、Cloud Manager で AWS のサブスクリプション
とボリュームを追加するには、リージョンごとに次のセットアッププロセスを実行する必要があります。

• Cloud Manager に提供するためには、 Cloud Volumes API のキーとシークレットキーを取得する必要があ
ります。 "手順については、 Cloud Volumes Service for AWS のドキュメントを参照してください"。

クイックスタート

これらの手順をすばやく開始するか、次のセクションで詳細を確認してください。

 構成がサポートされていることを確認します

AWS を Cloud Volumes Service 用にセットアップしておきます のいずれかに登録しておく必要があります
"AWS Marketplace で提供されているネットアップの Cloud Volumes Service ソリューション"。

 Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションを追加します

Cloud Volumes Service for AWS のサブスクリプションに基づいて、ボリュームの作業環境を作成する必要が
あります。

 クラウドボリュームを作成

このサブスクリプション用の既存のクラウドボリュームは、新しい作業環境に表示されます。定義しない場合
は、 Cloud Manager から新しいボリュームを作成します。

 クラウドボリュームをマウント

ユーザがストレージの使用を開始できるように、新しいクラウドボリュームを AWS インスタンスにマウント
します。
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サポートを受ける

サービスに関する一般的な質問については、 Cloud Manager のチャットを使用してください。

クラウドボリュームに関連するテクニカルサポートの問題については、 Cloud Volumes Service ユーザーイン
タフェースの「サポート」タブにある 20 桁の「 930 」シリアル番号を使用してください。このサポート ID

は、 Web チケットを開くとき、またはサポートに電話するときに使用します。Cloud Volumes Service のシ
リアル番号は、必ず Cloud Volumes Service のユーザインターフェイスから有効にしてください。 "ここで
は、これらの手順について説明します"。

制限

• Cloud Manager では、 Cloud Volumes Service ボリュームを使用する場合の作業環境間のデータレプリケ
ーションはサポートされません。

• Cloud Manager から Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションを削除することはできません。
これは、 Cloud Volumes Service for AWS インターフェイスでのみ実行できます。

関連リンク

• "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service for AWS"

• "NetApp Cloud Volumes Service for AWS のドキュメント"

Cloud Volumes Service for AWS を管理する

Cloud Manager では、に基づいてクラウドボリュームを作成できます 。 "Cloud

Volumes Service for AWS" サブスクリプション。すでに作成したクラウドボリュームを
Cloud Volumes Service インターフェイスから検出して、作業環境に追加することもでき
ます。

Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションを追加します

Cloud Volumes Service ユーザインターフェイスからすでにボリュームを作成しているかどうかに関係なく、
Cloud Volumes Service for AWS にサインアップしてまだボリュームを持っていない場合は、まず AWS サブ
スクリプションに基づいてボリュームの作業環境を作成します。

このサブスクリプション用のクラウドボリュームがすでに存在する場合は、ボリュームが新しい作業環境に自
動的に追加されます。AWS サブスクリプション用のクラウドボリュームをまだ追加していない場合は、新し
い作業環境の作成後に追加します。

複数の AWS リージョンにサブスクリプションとボリュームが含まれている場合は、リージョ
ンごとにこのタスクを実行する必要があります。

作業を開始する前に

各地域でサブスクリプションを追加する場合は、次の情報を入手しておく必要があります。

• Cloud Volumes API のキーとシークレットキー： "取得するには、 Cloud Volumes Service for AWS のドキ
ュメントを参照してください この情報"。

• サブスクリプションが作成された AWS リージョン。
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手順

1. Cloud Manager で、新しい作業環境を追加し、場所として「 * Amazon Web Services * 」を選択して、「
* Continue * 」をクリックします。

2. 「 * Cloud Volumes Service * 」を選択し、「 * Continue * 」をクリックします。

3. Cloud Volumes Service サブスクリプションに関する情報を入力します。

a. 使用する作業環境名を入力します。

b. Cloud Volumes Service の API キーとシークレットキーを入力します。

c. クラウドボリュームを配置する AWS リージョンとその導入先を選択します。

d. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。
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結果

Cloud Manager の作業環境のページに Cloud Volumes Service for AWS の設定が表示されます。

このサブスクリプション用のクラウドボリュームがすでに存在する場合は、新しい作業環境にボリュームが自
動的に追加されます。Cloud Manager からクラウドボリュームを追加することができます。

このサブスクリプションにクラウドボリュームが存在しない場合は、ここで作成できます。

クラウドボリュームを作成

Cloud Volumes Service 作業環境にすでにボリュームが存在する構成の場合は、次の手順で新しいボリューム
を追加できます。

ボリュームが存在しない構成では、 Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションのセットアップ後
に、 Cloud Manager から直接最初のボリュームを作成できます。これまでは、最初のボリュームを Cloud

Volumes Service ユーザインターフェイスで直接作成する必要がありました。
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作業を開始する前に

• AWS で SMB を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。

• SMB ボリュームを作成する場合は、接続可能な Windows Active Directory サーバが必要です。この情報
は、ボリュームの作成時に入力します。また、管理者ユーザが指定された Organizational Unit （ OU ；組
織単位）パスでマシンアカウントを作成できることを確認してください。

• この情報は、新しいリージョン / 作業環境で最初のボリュームを作成するときに必要になります。

◦ AWS アカウント ID ：ダッシュを使用しない 12 桁の Amazon アカウント ID 。アカウント ID を確認
するには、こちらを参照してください "AWS のトピック"。

◦ Classless Inter-Domain Routing （ CIDR ）ブロック：未使用の IPv4 CIDR ブロック。ネットワークプ
レフィックスの範囲は /16 ~ /28 である必要があり、またプライベートネットワーク用に予約された範
囲内である必要があります（ RFC 1918 ）。VPC CIDR の割り当てと重複するネットワークは選択し
ないでください。

手順

1. 新しい作業環境を選択し、 * 新しいボリュームの追加 * をクリックします。

2. リージョン内の作業環境に最初のボリュームを追加する場合は、 AWS ネットワーク情報を追加する必要
があります。

a. リージョンの IPv4 範囲（ CIDR ）を入力します。

b. Cloud Volumes アカウントを AWS アカウントに接続するために、 12 桁の AWS アカウント ID （ダ
ッシュなし）を入力します。

c. [* Continue （続行） ] をクリックします

3. 仮想インターフェイスの受け入れページでは、ボリュームを追加したあとでその手順を実行して準備する
必要がある手順について説明します。[* Continue * （続行） ] をもう一度クリックします。

4. 詳細とタグページで、ボリュームの詳細を入力します。

a. ボリュームの名前を入力します。

b. 100GiB ~ 90,000GiB の範囲でサイズを指定します（ 88 TiB に相当）。

"割り当て容量に関する詳細情報"。

c. サービスレベルとして、 Standard 、 Premium 、または Extreme を指定します。

"サービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。
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d. 必要に応じて、 1 つ以上のタグ名を入力してボリュームを分類します。

e. [* Continue （続行） ] をクリックします

5. プロトコルページで、 NFS 、 SMB 、またはデュアルプロトコルを選択し、詳細を定義します。NFS と
SMB の必須のエントリは、以下の個別のセクションに表示されます。

6. ボリュームパスフィールドで、ボリュームのマウント時に表示されるボリュームエクスポートの名前を指
定します。

7. デュアルプロトコルを選択した場合は、 NTFS または UNIX を選択してセキュリティ形式を選択できま
す。セキュリティ形式は、使用するファイル権限の種類と権限の変更方法に影響します。

◦ UNIX では NFSv3 モードビットが使用され、 NFS クライアントのみが権限を変更できます。

◦ NTFS では NTFS ACL が使用され、 SMB クライアントのみが権限を変更できます。

8. NFS の場合：

a. NFS Version フィールドで、要件に応じて NFSv3 、 NFSv4.1 、またはその両方を選択します。

b. 必要に応じて、エクスポートポリシーを作成して、ボリュームにアクセスできるクライアントを特定
することができます。を指定します。

▪ IP アドレスまたは Classless Inter-Domain Routing （ CIDR ）を使用して、許可するクライアント
を設定します。

▪ アクセス権は読み取り / 書き込みまたは読み取り専用です。

▪ ユーザに使用するアクセスプロトコル（ボリュームで NFSv3 と NFSv4.1 の両方のアクセスが許
可されている場合はプロトコル）。

▪ 追加のエクスポートポリシールールを定義する場合は、「 * + エクスポートポリシールールの追
加」をクリックします。

次の図は、 NFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。
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9. SMB の場合：

a. SMB セッション暗号化を有効にするには、 SMB Protocol Encryption のチェックボックスをオンにし
ます。

b. 既存の Windows Active Directory サーバとボリュームを統合するには、 Active Directory セクションの
フィールドを設定します。

フィールド 説明

DNS プライマリ IP アド
レス

SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。複数のサー
バを参照する場合は、カンマを使用して IP アドレスを区切ります。たとえ
ば、 172.31.25.223 、 172.31.2.74 のようになります。

参加する Active

Directory ドメイン
SMB サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN

。AWS Managed Microsoft AD を使用する場合は、「 Directory DNS name

」フィールドの値を使用します。

SMB サーバの NetBIOS
名

作成する SMB サーバの NetBIOS 名を指定します。

ドメインへの参加を許
可されたクレデンシャ
ル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するため
の十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

組織単位 SMB サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトでは、
Windows Active Directory サーバに接続するための CN=Computers が選択
されます。AWS Managed Microsoft AD を Cloud Volumes Service の AD

サーバとして設定する場合は、このフィールドに「 * OU=computers 、
OU=corp * 」と入力します。

次の図は、 SMB プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。
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クラウドボリュームが Windows Active Directory サーバと正しく統合されるようにするに
は、 AWS セキュリティグループ設定に関するガイダンスに従う必要があります。を参照し
てください "Windows AD サーバ用の AWS セキュリティグループの設定" を参照してくだ
さい。

10. 既存のボリュームの Snapshot に基づいてこのボリュームを作成する場合は、 Snapshot Name ドロップ
ダウンリストから Snapshot を選択します。

11. Snapshot ポリシーページでは、 Cloud Volumes Service を有効にして、スケジュールに基づいてボリュ
ームの Snapshot コピーを作成できます。この処理はこの段階で実行することも、あとでボリュームを編
集して Snapshot ポリシーを定義することもできます。

を参照してください "Snapshot ポリシーを作成しています" Snapshot 機能の詳細については、を参照して
ください。

12. [ ボリュームの追加 ] をクリックします。

新しいボリュームが作業環境に追加されます。

完了後

この AWS サブスクリプションで最初に作成されたボリュームの場合は、 AWS の管理コンソールを起動し
て、この AWS リージョンで使用される 2 つの仮想インターフェイスを受け入れ、すべてのクラウドボリュー
ムを接続する必要があります。を参照してください "『 NetApp Cloud Volumes Service for AWS Account

Setup Guide 』を参照してください" を参照してください。

[Add Volume] ボタンをクリックしてから 10 分以内にインターフェイスを受け入れる必要があります。そうし
ないと、システムがタイムアウトする場合があります。この場合は、 cvs-support@netapp.com に AWS のお
客様 ID とネットアップのシリアル番号を E メールで送信してください。サポートが問題を解決し、オンボー
ディングプロセスを再開できます。

次に、に進みます "クラウドボリュームをマウント"。

クラウドボリュームをマウント

クラウドボリュームは AWS インスタンスにマウントできます。現在、クラウドボリュームは、 Linux および
UNIX クライアントでは NFSv3 と NFSv4.1 、 Windows クライアントでは SMB 3.0 および 3.1.1 をサポート
しています。
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• 注： * クライアントがサポートしているハイライトされたプロトコル / ダイアレクトを使用してくださ
い。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * ボリュームをマウント * をクリックします。

NFS ボリュームと SMB ボリュームには、そのプロトコルのマウント手順が表示されます。デュアルプロ
トコルボリュームは、両方の手順を提供します。

3. コマンドにカーソルを合わせてクリップボードにコピーすると、この処理が簡単になります。コマンドの
最後にデスティネーションのディレクトリ / マウントポイントを追加するだけです。

◦ nfs の例： *

rsize' および wsize オプションで定義された最大 I/O サイズは 1048576 ですが、ほとんどのユースケ
ースでは 65536 が推奨されています。

「 rs=<nfs_version>` 」オプションで指定した場合を除き、 Linux クライアントのデフォルトは
NFSv4.1 です。

◦ SMB の例： *
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4. SSH または RDP クライアントを使用して Amazon Elastic Compute Cloud （ EC2 ）インスタンスに接続
し、インスタンスのマウント手順に従います。

マウント手順の手順が完了すると、クラウドボリュームが AWS インスタンスにマウントされました。

既存のボリュームの管理

既存のボリュームは、ストレージのニーズの変化に応じて管理できます。ボリュームを表示、編集、リスト
ア、および削除できます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせます。

3. ボリュームの管理：
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タスク アクション

ボリュームに関する情報を表
示します

ボリュームを選択し、 * 情報 * をクリックします。

ボリュームの編集（ Snapshot

ポリシーを含む）

a. ボリュームを選択し、 * 編集 * をクリックします。

b. ボリュームのプロパティを変更し、 * Update * をクリックします。

NFS または SMB マウントコ
マンドを取得します

a. ボリュームを選択し、 * ボリュームのマウント * をクリックしま
す。

b. コマンドをコピーするには、 [* コピー（ Copy * ） ] をクリックしま
す。

オンデマンドで Snapshot コ
ピーを作成します

a. ボリュームを選択し、 * Snapshot コピーの作成 * をクリックしま
す。

b. 必要に応じてスナップショット名を変更し、 * 作成 * をクリックし
ます。

ボリュームを Snapshot コピ
ーの内容で置き換えます

a. ボリュームを選択し、 * ボリュームをスナップショットに戻す * を
クリックします。

b. Snapshot コピーを選択し、 * Revert * をクリックします。

Snapshot コピーを削除します a. ボリュームを選択し、 * Snapshot コピーの削除 * をクリックしま
す。

b. 削除する Snapshot コピーを選択し、 * Delete * をクリックします。

c. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

ボリュームを削除します a. ボリュームをすべてのクライアントからアンマウントします。

◦ Linux クライアントでは 'umount' コマンドを使用します

◦ Windows クライアントでは、 [ ネットワークドライブの切断 ] を
クリックします。

b. ボリュームを選択し、 * 削除 * をクリックします。

c. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

Cloud Volumes Service を Cloud Manager から削除

Cloud Manager から Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションと既存のすべてのボリュームを削除
できます。ボリュームは削除されず、 Cloud Manager インターフェイスから削除されます。

手順

1. 作業環境を開きます。
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2.
をクリックします  ボタンをクリックし、「 Cloud Volumes Service の削除」をクリックします。

3. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。

Active Directory の設定を管理します

DNS サーバまたは Active Directory ドメインを変更した場合、クライアントに引き続きストレージを提供でき
るように、 Cloud Volumes Services で SMB サーバを変更する必要があります。

不要になった Active Directory へのリンクを削除することもできます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2.
をクリックします  ボタンをクリックし、 * Active Directory の管理 * をクリックします。

3. Active Directory が設定されていない場合は、ここで追加できます。設定済みの場合は、を使用して設定を

変更したり削除したりできます  ボタンを押します。

4. 参加する Active Directory の設定を指定します。

フィールド 説明

DNS プライマリ IP アド
レス

SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。複数のサーバ
を参照する場合は、カンマを使用して IP アドレスを区切ります。たとえば、
172.31.25.223 、 172.31.2.74 のようになります。

参加する Active Directory

ドメイン
SMB サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。AWS

Managed Microsoft AD を使用する場合は、「 Directory DNS name 」フィー
ルドの値を使用します。

SMB サーバの NetBIOS
名

作成する SMB サーバの NetBIOS 名を指定します。

ドメインへの参加を許可
されたクレデンシャル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための
十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

組織単位 SMB サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトでは、
Windows Active Directory サーバに接続するための CN=Computers が選択さ
れます。AWS Managed Microsoft AD を Cloud Volumes Service の AD サーバ
として設定する場合は、このフィールドに「 * OU=computers 、 OU=corp *

」と入力します。
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5. [ 保存（ Save ） ] をクリックして、設定を保存します。

クラウドボリュームの Snapshot を管理します

ボリュームごとに Snapshot ポリシーを作成して、ボリュームの内容全体を以前からリ
カバリまたはリストアできるようにすることができます。必要に応じて、クラウドボリ
ュームのオンデマンド Snapshot を作成することもできます。

オンデマンドスナップショットを作成します

現在のボリューム状態の Snapshot を作成する場合は、クラウドボリュームのオンデマンド Snapshot を作成
できます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * スナップショットコピーの作成 * をクリックします。

3. スナップショットの名前を入力するか、自動的に生成された名前を使用して、 * 作成 * をクリックしま
す。

Snapshot ポリシーを作成または変更します

クラウドボリュームに対して、必要に応じて Snapshot ポリシーを作成または変更できます。Snapshot ポリ
シーは、ボリュームの作成時またはボリュームの編集時に、 _Snapshot policy_tab から定義します。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * をクリックします。

3. [_ スナップショットポリシー _ ] タブで、 [ スナップショットの有効化 ] スライダを右に移動します。

4. Snapshot のスケジュールを定義します。
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a. 頻度を選択します。 * Hourly * 、 * Daily * 、 * Weekly * 、または * Monthly *

b. 保持する Snapshot の数を選択します。

c. Snapshot を作成する曜日、時間、および分を選択します。

5. [Add volume* （ボリュームの追加） ] または [* Update volume* （ボリュームの更新） ] をクリックし
て、ポリシー設定を保存します。

Snapshot ポリシーを無効化

Snapshot ポリシーを無効にして、 Snapshot ポリシーの設定を保持しながら Snapshot が短時間作成されない
ようにすることができます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * をクリックします。

3. [_ スナップショットポリシー _ ] タブで、 [ スナップショットの有効化 ] スライダを左に移動します。

4. [ ボリュームの更新 ] をクリックします。
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スナップショット・ポリシーを再度有効にするには ' スナップショットの有効化スライダーを右に移動し '

ボリュームの更新 * をクリックします

Snapshot を削除します

ボリュームページから Snapshot を削除できます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * Snapshot コピーの削除 * をクリックします。

3. ドロップダウンリストからスナップショットを選択し、 * 削除 * をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。

Snapshot からボリュームをリバートする

既存の Snapshot から以前の時点の状態にボリュームをリバートできます。

ボリュームをリバートすると、 Snapshot の内容によって既存のボリューム構成が上書きされます。Snapshot

の作成後にボリューム内のデータに加えた変更はすべて失われます。

リバート処理後にクライアントでボリュームを再マウントする必要はありません。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * ボリュームをスナップショットに戻す * をクリックします。

3. 既存のボリュームのリストアに使用する Snapshot をドロップダウンリストから選択し、 * Revert * をク
リックします。
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参照

サービスレベルと割り当て容量

Cloud Volumes Service for AWS のコストは、選択したサービスレベル _ と割り当て済
み容量 _ に基づいて決まります。適切なサービスレベルと容量を選択することで、スト
レージのニーズを最小限のコストで満たすことができます。

考慮事項

ストレージのニーズには、次の 2 つの基本的な側面

• データを保持する storage_capacity_

• データとやり取りするための Storage bandwidth

ボリュームに選択した容量よりも多くのストレージスペースを消費する場合は、次の点を考慮してください。

• サービスレベルで定義された価格で消費される追加のストレージ容量については、お客様に課金されま
す。

• ボリュームで使用可能なストレージ帯域幅は、割り当てられた容量サイズを増やすかサービスレベルを変
更するまで増加しません。

サービスレベル

Cloud Volumes Service for AWS は、 3 つのサービスレベルをサポートします。サービスレベルはボリューム
の作成時または変更時に指定します。

サービスレベルには、さまざまなストレージ容量とストレージ帯域幅のニーズがあります。

• 標準  ( 容量 )

容量を最小限のコストで提供したい場合、帯域幅のニーズに制限があるときは、 Standard サービスレベ
ルが最適な場合があります。たとえば、ボリュームをバックアップターゲットとして使用しているとしま
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す。

◦ 帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 16KB です

• Premium  （容量とパフォーマンスのバランス）

アプリケーションでストレージ容量と帯域幅がバランスよく必要な場合は、 Premium サービスレベルが
最適な場合があります。このレベルは、 Standard サービスレベルよりも MBps あたりのコストが低く、
ストレージ容量あたりのコストも Extreme サービスレベルよりも少なくなります。

◦ 帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 64KB

• Extreme  ( パフォーマンス )

ストレージの帯域幅に関しては、 Extreme サービスレベルが最も低いため、コストがかかりません。多く
のストレージ容量を必要とせずにストレージ帯域幅を必要とするアプリケーションの場合は、 Extreme サ
ービスレベルが最適です。

◦ 帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 128 KB

割り当て容量

ボリュームを作成または変更するときに、ボリュームに割り当てられている容量を指定します。

一般的なビジネスニーズに基づいてサービスレベルを選択しますが、アプリケーション固有のニーズに基づい
て、割り当てられた容量のサイズを選択する必要があります。次に例を示します。

• アプリケーションに必要なストレージスペース容量

• アプリケーションまたはの 1 秒あたりのストレージ帯域幅 ユーザには必須です

割り当て容量は GB 単位で指定します。ボリュームの割り当て容量は、 100GB ~ 100,000 GB （ 100TB に相
当）の範囲で設定できます。

inode の数

1TB 以下のボリュームでは、最大 2 、 000 万個の inode を使用できます。inode の数は、割り当てた TB ごと
に 2 、 000 万個増加し、最大 1 、 000 万個の inode になります。

• <= 1TB = 2 、 000 万の inode

• 1 TB 以上 2 TB 以上 = 4 、 000 万個の inode

• 2 TB 以上 3 TB 以上 = 6 、 000 万個の inode

• 3 TB 以上 4 TB 以上 = 8 、 000 万個の inode

• 4 TB 以上 100 TB 以上 = 1 億個の inode

帯域幅

選択したサービスレベルと割り当て容量の両方の組み合わせによって、ボリュームの最大帯域幅が決まりま
す。

選択した帯域幅よりも多くの帯域幅が必要な場合は、サービスレベルを変更するか、割り当て容量を増やすこ
とができます。変更によってデータアクセスが中断されることはありません。
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サービスレベルと割り当て容量を選択

ニーズに最も適したサービスレベルと割り当て容量を選択するには、ピーク時またはエッジ時に必要な容量と
帯域幅を把握する必要があります。

サービスレベルと割り当て容量のリスト

左端の列は容量を示し、残りの列はサービスレベルに基づいて各容量ポイントで使用可能な MBps を定義し
ます。

を参照してください "契約のサブスクリプション価格" および "従量制のサブスクリプション料金" 価格設定の
詳細については、を参照してください。

容量（ TB ） 標準（ MB/ 秒） プレミアム（ MB/ 秒） 最高レベル（ MB/ 秒）

0.1 （ 100GB ） 1.6 6.4 12.8.

1. 16 64 128

2. 32 128 256

3. 48 192 384

4. 64 256 512

5. 80 320 640

6. 96 384 768

7. 112 448 896

8. 128 512 1,024

9. 144 576 1,152

10. 160 640 1,280

11. 176 704 1,408

12. 192 768 1,536

13 208 832 1,664

14 224 896 1,792

15 240 960 個 1,920

16 256 1,024 2 、 048

17 272 1,088 2 、 176

18 288 1,152 2,304

19 304 1,216 2 、 432

20 320 1,280 2 、 560

21 336 1,344 2,688

22 352 1,408 2 、 816

23 368 1,472 2,944

24 384 1,536 3 、 072
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容量（ TB ） 標準（ MB/ 秒） プレミアム（ MB/ 秒） 最高レベル（ MB/ 秒）

25 400 1,600 3,200

26 416 1,664 3 、 328

27 432 1,728 3 、 456 個

28 448 1,792 3,584

29 464 1,856 3,712

30 480 1,920 3 、 840

31. 496 1,984 3 、 968

32 512 2 、 048 4,096

33 528 2 、 112 4,224

34 544 の場合 2 、 176 4,352

35 560 2 、 240 4,480

36 576 2,304 4,500

37 592 2 、 368 4,500

38 608 2 、 432 4,500

39 624 2,496 4,500

40 640 2 、 560 4,500

41. 656. 2 、 624 4,500

42 672 2,688 4,500

43 688 2 、 752 4,500

44 704 2 、 816 4,500

45 720 2 、 880 4,500

46 736 2,944 4,500

47 752 3,008 4,500

48 768 3 、 072 4,500

49 784 3 、 136 4,500

50 800 3,200 4,500

51 816 3 、 264 4,500

52 832 3 、 328 4,500

53 848 3 、 392 4,500

54 864 3 、 456 個 4,500

55 880 3 、 520 4,500

56 896 3,584 4,500

57 912 3,648 4,500
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容量（ TB ） 標準（ MB/ 秒） プレミアム（ MB/ 秒） 最高レベル（ MB/ 秒）

58 928 3,712 4,500

59 944 3 、 776 4,500

60 960 個 3 、 840 4,500

61 976 3 、 904 4,500

62 992 3 、 968 4,500

63 1,008 4,032 4,500

64 1,024 4,096 4,500

65 1,040 4,160 4,500

66 1,056 4,224 4,500

67 1,072 4,288 4,500

68 1,088 4,352 4,500

69 1,104 4,416 4,500

70 1,120 4,480 4,500

71. 1,136 4,500 4,500

72 1,152 4,500 4,500

73 1,168 4,500 4,500

74 1,184 4,500 4,500

75 1,200 4,500 4,500

76 1,216 4,500 4,500

77 1,232 4,500 4,500

78 1,248 4,500 4,500

79 1,264 4,500 4,500

80 1,280 4,500 4,500

81 1,296 4,500 4,500

82 1,312 4,500 4,500

83 1,328 4,500 4,500

84 1,344 4,500 4,500

85 1,360 4,500 4,500

86 1,376 4,500 4,500

87 1,392 4,500 4,500

88 1,408 4,500 4,500

89 1,424 4,500 4,500

90 1,440 4,500 4,500
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容量（ TB ） 標準（ MB/ 秒） プレミアム（ MB/ 秒） 最高レベル（ MB/ 秒）

91. 1,456 4,500 4,500

92 1,472 4,500 4,500

93 1,488 4,500 4,500

94 1,504 4,500 4,500

95 1,520 4,500 4,500

96 1,536 4,500 4,500

97 1,552 4,500 4,500

98 1,568 4,500 4,500

99 1,584 4,500 4,500

100 1,600 4,500 4,500

例 1.

たとえば、アプリケーションには、 25TB の容量と 100MB/s の帯域幅が必要です。容量が 25TB の場合、
Standard サービスレベルでは帯域幅が 400MB/ 秒になり、 2 、 500 ドルのコストで提供されます（概算：現
在の価格設定を参照）。この場合、 Standard が最適なサービスレベルになります。

例 2

たとえば、アプリケーションには、 12 TB の容量と 800 MB/s のピーク帯域幅が必要です。Extreme サービス
レベルでは、 12 TB のマークでアプリケーションの要件を満たすことができますが、 Premium サービスレベ
ルで 13 TB を選択すると、コスト効率が高くなります（概算値：現在の価格を参照）。

Windows AD サーバ用の AWS セキュリティグループの設定

クラウドボリュームで Windows Active Directory （ AD ）サーバを使用する場合は、
AWS セキュリティグループの設定に関するガイダンスを確認しておく必要があります。
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この設定により、クラウドボリュームが AD に正しく統合されます。

デフォルトでは、 EC2 Windows インスタンスに適用されている AWS セキュリティグループには、 RDP 以
外のプロトコルのインバウンドルールは含まれていません。Cloud Volumes Service からのインバウンド通信
を有効にするには、各 Windows AD インスタンスに接続されているセキュリティグループにルールを追加す
る必要があります。必要なポートは次のとおりです。

サービス ポート プロトコル

AD Web サービス 9389 TCP

DNS 53 TCP

DNS 53 UDP

ICMPv4 該当なし エコー応答

Kerberos 464 TCP

Kerberos 464 UDP

Kerberos 88 TCP

Kerberos 88 UDP

LDAP 389 TCP

LDAP 389 UDP

LDAP 3268 TCP

NetBIOS 名 138 UDP

SAM/LSA 445 TCP

SAM/LSA 445 UDP

セキュアな LDAP 636 TCP

セキュアな LDAP 3269 TCP

W32 時間 123 UDP

AWS EC2 インスタンスに AD インストールドメインコントローラとメンバーサーバを導入して管理する場合
は、 Cloud Volumes Service のトラフィックを許可するセキュリティグループのルールがいくつか必要になり
ます。以下は、 AWS CloudFormation テンプレートの一部として AD アプリケーションにこれらのルールを
実装する方法の例です。

{

    "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",

    "Description" : "Security Group for AD",

    "Parameters" :

    {

        "VPC" :

        {

            "Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",

            "Description" : "VPC where the Security Group will belong:"

        },

280



        "Name" :

        {

            "Type" : "String",

            "Description" : "Name Tag of the Security Group:"

        },

        "Description" :

        {

            "Type" : "String",

            "Description" : "Description Tag of the Security Group:",

            "Default" : "Security Group for Active Directory for CVS "

        },

        "CIDRrangeforTCPandUDP" :

        {

            "Type" : "String",

            "Description" : "CIDR Range for the UDP ports

445,138,464,389,53,123 and for the TCP ports

464,339,3389,3268,88,636,9389,445 and 0-65535: *CIDR range format:

10.0.0.0/24"

        }

    },

    "Resources" :

    {

        "ADSGWest" :

        {

            "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",

            "Properties" :

            {

                "GroupDescription" : {"Ref" : "Description"},

                "VpcId" : { "Ref" : "VPC" },

                "SecurityGroupIngress" : [

                    {

                        "IpProtocol" : "udp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "445",

                        "ToPort" : "445"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "udp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "138",

                        "ToPort" : "138"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "udp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "464",
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                        "ToPort" : "464"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "464",

                        "ToPort" : "464"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "udp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "389",

                        "ToPort" : "389"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "udp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "53",

                        "ToPort" : "53"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "339",

                        "ToPort" : "339"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "udp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "123",

                        "ToPort" : "123"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "3389",

                        "ToPort" : "3389"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "3268",

                        "ToPort" : "3268"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",
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                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "88",

                        "ToPort" : "88"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "636",

                        "ToPort" : "636"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "3269",

                        "ToPort" : "3269"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "53",

                        "ToPort" : "53"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "0",

                        "ToPort" : "65535"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "9389",

                        "ToPort" : "9389"

                    },

                    {

                        "IpProtocol" : "tcp",

                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},

                        "FromPort" : "445",

                        "ToPort" : "445"

                    }

                ]

            }

        }

    },

    "Outputs" :

    {
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        "SecurityGroupID" :

        {

            "Description" : "Security Group ID",

            "Value" : { "Ref" : "ADSGWest" }

        }

    }

}

Cloud Volumes Service for GCP

Cloud Volumes Service for Google Cloud の詳細をご覧ください

NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用すると、マルチプロトコルワー
クロードを迅速に追加できるだけでなく、 Windows ベースと UNIX ベースの両方のアプ
リケーションを構築、導入することができます。

主な機能：

• オンプレミスと Google Cloud 間でデータを移行

• ボリュームを 1 から 100TiB に数秒でプロビジョニング

• マルチプロトコルのサポート（ NFS または SMB ボリュームを作成できます）

• 自動化された効率的なスナップショットでデータを保護します。

• 迅速なクローニングでアプリケーション開発を高速化

コスト

Cloud Volumes Service for Google Cloud で作成されたボリュームには、 Cloud Manager ではなくサービスへ
のサブスクリプションが課金されます。

"価格を確認"

Cloud Volumes Service for Google Cloud のリージョンまたはボリュームを Cloud Manager から検出する場
合、料金は発生しません。

サポートされている地域

"サポートされている Google Cloud リージョンを表示します。"

始める前に

Cloud Manager では、既存の Cloud Volumes Service for GCP サブスクリプションとボリュームを検出できま
す。を参照してください "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント" 月額プランをま
だ設定していない場合は、
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サポートを受ける

Cloud Manager の Cloud Volumes Service 処理に関する一般的な質問については、 Cloud Manager のチャッ
トを使用してください。

Cloud Volumes Service for Google Cloud に関する一般的な質問については、ネットアップの Google Cloud

チームに gcinfo@netapp.com まで E メールでお問い合わせください。

クラウドボリュームに関連する技術的な問題については、 Google Cloud Console を使用してテクニカルサポ
ートケースを作成できます。を参照してください "サポートを受ける" を参照してください。

制限

• Cloud Manager では、 Cloud Volumes Service ボリュームを使用する場合の作業環境間のデータレプリケ
ーションはサポートされません。

• Cloud Manager から Cloud Volumes Service for Google Cloud サブスクリプションを削除することはでき
ません。これは、 Google Cloud Console からのみ実行できます。

関連リンク

• "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service for Google Cloud"

• "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud のドキュメント"

Cloud Volumes Service for Google Cloud をセットアップします

Cloud Manager で Cloud Volumes Service for Google Cloud の作業環境を作成し、ボリ
ュームと Snapshot を作成および管理します。

クイックスタート

これらの手順をすばやく開始するか、次のセクションで詳細を確認してください。

 Cloud Volumes Service API を有効にします

Google で、 Cloud Volumes Service for GCP API を有効にして、 Cloud Manager がサブスクリプションとク
ラウドボリュームを管理できるようにします。

 GCP サービスアカウントを作成し、クレデンシャルをダウンロードします

Google から GCP サービスアカウントと GCP ロールを作成し、 Cloud Manager が Cloud Volumes Service

for GCP アカウントにアクセスできるようにします。

 GCP 向け Cloud Volumes Service 作業環境を作成します

Cloud Manager で、 * 作業環境の追加 * > * Google Cloud * > * Cloud Volumes Service * をクリックし、サー
ビスアカウントと Google Cloud プロジェクトの詳細を指定します。
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Cloud Volumes Service API を有効にします

Google Cloud Shell で、次のコマンドを実行して Cloud Volumes Service API を有効にします。

gcloud --project=<my-cvs-project> サービスは cloudvolumesgcp-api.netapp.com を有効に
します

Cloud Manager に Cloud Volumes Service へのアクセスを付与します GCP アカウント

Cloud Manager が Google Cloud プロジェクトにアクセスできるようにするには、次のタスクを実行する必要
があります。

• 新しいサービスアカウントを作成します

• 新しいサービスアカウントメンバーをプロジェクトおよびに追加します IT 固有のロール（権限）の割り
当て

• サービスアカウントのキーペアを作成してダウンロードします Google への認証に使用されます

手順

1. Google Cloud Console で、 ［ * サービスアカウント * ］ ページに移動します。

2. [ * プロジェクトの選択 * ] をクリックし、プロジェクトを選択して [ * 開く * ] をクリックします。

3. [ サービスアカウントの作成 *] をクリックし、サービスアカウント名 ( フレンドリ表示名 ) と説明を入力
して、 [ * 作成 *] をクリックします。

4. _iam ページの _Click * Add * をクリックし、 _ Add Members_page のフィールドに入力します。

a. [ 新しいメンバー ] フィールドに、 user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com な
どの完全なサービスアカウント ID を入力します。

b. 追加するロールは次のとおりです。

▪ NetApp Cloud Volumes Admin _

▪ ネットワークビューアを計算します _

▪ _ フォルダビューア _

c. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

5. _ サービスアカウントの詳細 _ ページで、 * キーの追加 > 新しいキーの作成 * をクリックします。

6. キーのタイプとして * json * を選択し、 * Create * をクリックします。

[*Create] をクリックすると、新しい公開鍵と秘密鍵のペアが生成され、システムにダウンロードされま
す。秘密鍵の唯一のコピーとして機能します。このファイルは、サービスアカウントとしての認証に使用
できるため、安全に保管してください。

詳細な手順については、 Google Cloud のトピックを参照してください "サービスアカウントの作成と管理"、
"リソースへのアクセスの許可、変更、取り消しを行います"および "サービスアカウントキーの作成と管理"。

GCP 向け Cloud Volumes Service 作業環境を作成します

Cloud Manager で Cloud Volumes Service for GCP の作業環境をセットアップして、ボリュームの作成を開始
できるようにします。
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Google Cloud Console からすでにボリュームを作成しているかどうかに関係なく、 Cloud Volumes Service

for GCP にサインアップしてまだボリュームを持っていない場合は、最初に GCP サブスクリプションに基づ
いてボリュームの作業環境を作成します。

このサブスクリプション用のクラウドボリュームがすでに存在する場合、ボリュームは新しい作業環境に表示
されます。GCP サブスクリプションにまだクラウドボリュームを追加していない場合は、新しい作業環境を
作成した後で追加します。

複数の GCP プロジェクトにサブスクリプションとボリュームがある場合は、プロジェクトご
とにこのタスクを実行する必要があります。

作業を開始する前に

各プロジェクトのサブスクリプションを追加する際は、次の情報を確認しておく必要があります。

• サービスアカウントのクレデンシャル（ダウンロードした JSON 秘密鍵）

• プロジェクト名

手順

1. Cloud Manager で、新しい作業環境を追加し、場所として「 * Google Cloud * 」を選択し、「 * Continue

* 」をクリックします。

2. 「 * Cloud Volumes Service * 」を選択し、「 * Continue * 」をクリックします。

3. Cloud Volumes Service サブスクリプションに関する情報を入力します。

a. 使用する作業環境名を入力します。

b. 前の手順でダウンロードした JSON 秘密鍵をコピーして貼り付けます。

c. Google Cloud プロジェクトの名前を選択します。

d. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。
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結果

Cloud Manager に Cloud Volumes Service for Google Cloud の作業環境が表示されます。

このサブスクリプション用のクラウドボリュームがすでに存在する場合は、新しい作業環境にスクリーンショ
ットに示すようにボリュームが表示されます。Cloud Manager からクラウドボリュームを追加することがで
きます。

このサブスクリプションにクラウドボリュームが存在しない場合は、ここで作成します。

次の手順

"ボリュームの作成と管理を開始します"。

Cloud Volumes Service for Google のボリュームを作成および管理する クラウド

Cloud Manager では、に基づいてクラウドボリュームを作成できます 。 "Cloud

Volumes Service for Google Cloud" サブスクリプション。また、ボリュームの特定の属
性の編集、関連するマウントコマンドの取得、 Snapshot コピーの作成、クラウドボリ
ュームの削除も可能です。

クラウドボリュームを作成

Cloud Volumes Service または SMB ボリュームは、新規または既存の Google Cloud アカウントで作成できま
す。現在、クラウドボリュームは、 Linux クライアントと UNIX クライアントでは NFSv3 と NFSv4.1 、
Windows クライアントでは SMB 3.x をサポートしています。

作業を開始する前に

• GCP で SMB を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。
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• SMB ボリュームを作成する場合は、接続可能な Windows Active Directory サーバが必要です。この情報
は、ボリュームの作成時に入力します。また、管理者ユーザが指定された Organizational Unit （ OU ；組
織単位）パスでマシンアカウントを作成できることを確認してください。

手順

1. 作業環境を選択し、 * 新しいボリュームの追加 * をクリックします。

2. 詳細と場所ページで、ボリュームの詳細を入力します。

a. ボリュームの名前を入力します。

b. 1TiB （ 1024GiB ）から 100TiB までの範囲のサイズを指定します。

"割り当て容量に関する詳細情報"。

c. サービスレベルとして、 Standard 、 Premium 、または Extreme を指定します。

"サービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

d. Google Cloud リージョンを選択します。

e. 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。ボリュームの作成後に VPC を変更ま
たは編集することはできません。

f. [* Continue （続行） ] をクリックします

3. プロトコルページで、 NFS または SMB を選択し、詳細を定義します。NFS と SMB の必須のエントリ
は、以下の個別のセクションに表示されます。

4. NFS の場合：

a. ボリュームパスフィールドで、ボリュームのマウント時に表示されるボリュームエクスポートの名前
を指定します。

b. 要件に応じて、 NFSv3 、 NFSv4.1 、またはその両方を選択します。

c. 必要に応じて、エクスポートポリシーを作成して、ボリュームにアクセスできるクライアントを特定
することができます。を指定します。

▪ IP アドレスまたは Classless Inter-Domain Routing （ CIDR ）を使用して、許可するクライアント
を設定します。
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▪ アクセス権は読み取り / 書き込みまたは読み取り専用です。

▪ ユーザに使用するアクセスプロトコル（ボリュームで NFSv3 と NFSv4.1 の両方のアクセスが許
可されている場合はプロトコル）。

▪ 追加のエクスポートポリシールールを定義する場合は、「 * + エクスポートポリシールールの追
加」をクリックします。

次の図は、 NFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。

5. SMB の場合：

a. [ ボリュームパス ] フィールドで、ボリュームをマウントしたときに表示されるボリュームエクスポー
トの名前を指定し、 [ 続行 ] をクリックします。

b. Active Directory が設定されている場合は、設定が表示されます。最初にセットアップするボリューム
で、 Active Directory が設定されていない場合は、 SMB 接続のセットアップページで SMB セッショ
ン暗号化を有効にできます。

フィールド 説明

DNS プライマリ IP アド
レス

SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。複数のサー
バを参照する場合は、カンマを使用して IP アドレスを区切ります。たとえ
ば、 172.31.25.223 、 172.31.2.74 のようになります。

参加する Active

Directory ドメイン
SMB サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。

SMB サーバの NetBIOS
名

作成する SMB サーバの NetBIOS 名を指定します。

ドメインへの参加を許
可されたクレデンシャ
ル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するため
の十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
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フィールド 説明

組織単位 SMB サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトでは、
Windows Active Directory サーバに接続するための CN=Computers が選択
されます。

次の図は、 SMB プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。

6. [* Continue （続行） ] をクリックします

7. 既存のボリュームの Snapshot に基づいてボリュームを作成する場合は、 Snapshot 名ドロップダウンリ
ストから Snapshot を選択します。それ以外の場合は、 [* Continue （続行） ] をクリック

8. Snapshot ポリシーページでは、 Cloud Volumes Service を有効にして、スケジュールに基づいてボリュ
ームの Snapshot コピーを作成できます。選択範囲を右に移動するか、ボリュームをあとから編集して
Snapshot ポリシーを定義できます。

を参照してください "Snapshot ポリシーを作成しています" Snapshot 機能の詳細については、を参照して
ください。

9. [ ボリュームの追加 ] をクリックします。

新しいボリュームが作業環境に追加されます。

に進みます "クラウドボリュームをマウント"。

クラウドボリュームをマウント

Cloud Manager でのマウント手順を参照して、ホストにボリュームをマウントできるようにします。

• 注： * クライアントがサポートしているハイライトされたプロトコル / ダイアレクトを使用してくださ
い。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * ボリュームをマウント * をクリックします。
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NFS ボリュームと SMB ボリュームには、そのプロトコルのマウント手順が表示されます。

3. コマンドにカーソルを合わせてクリップボードにコピーすると、この処理が簡単になります。コマンドの
最後にデスティネーションのディレクトリ / マウントポイントを追加するだけです。

◦ nfs の例： *

rsize' および wsize オプションで定義された最大 I/O サイズは 1048576 ですが、ほとんどのユースケ
ースでは 65536 が推奨されています。

「 rs=<nfs_version>` 」オプションで指定した場合を除き、 Linux クライアントのデフォルトは
NFSv4.1 です。

◦ SMB の例： *
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4. インスタンスのマウント手順に従って、ネットワークドライブをマッピングします。

マウント手順の手順を完了すると、クラウドボリュームが GCP インスタンスに正常にマウントされま
す。

既存のボリュームを管理

既存のボリュームは、ストレージのニーズの変化に応じて管理できます。ボリュームを表示、編集、リスト
ア、および削除できます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせます。

3. ボリュームの管理：
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タスク アクション

ボリュームに関する情報を表
示します

[ * 情報 ] をクリックします。

ボリュームの編集（ Snapshot

ポリシーを含む）

a. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。

b. ボリュームのプロパティを変更し、 * Update * をクリックします。

NFS または SMB マウントコ
マンドを取得します

a. [ ボリュームのマウント ] をクリックします。

b. コマンドをコピーするには、 [* コピー（ Copy * ） ] をクリックしま
す。

オンデマンドで Snapshot コ
ピーを作成します

a. Create a Snapshot copy * をクリックします。

b. 必要に応じて名前を変更し、 * 作成 * をクリックします。

ボリュームを Snapshot コピ
ーの内容で置き換えます

a. ボリュームをスナップショットに戻す * をクリックします。

b. Snapshot コピーを選択し、 * Restore * をクリックします。

Snapshot コピーを削除します a. [ * Snapshot コピーの削除 * ] をクリックします。

b. スナップショットを選択し、 * 削除 * をクリックします。

c. 確認のメッセージが表示されたら、 * Delete * をもう一度クリックし
ます。

ボリュームを削除します a. ボリュームをすべてのクライアントからアンマウントします。

◦ Linux クライアントでは 'umount' コマンドを使用します

◦ Windows クライアントでは、 [ ネットワークドライブの切断 ] を
クリックします。

b. ボリュームを選択し、 * 削除 * をクリックします。

c. 再度 * Delete * をクリックして確定します。

Cloud Volumes Service を Cloud Manager から削除

Cloud Volumes Service for Google Cloud サブスクリプションと既存のすべてのボリュームを Cloud Manager

から削除することができます。ボリュームは削除されず、 Cloud Manager インターフェイスから削除されま
す。

手順

1. 作業環境を開きます。

2.
をクリックします  ボタンをクリックし、「 Cloud Volumes Service の削除」をクリックします。

3. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。
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Active Directory の設定を管理します

DNS サーバまたは Active Directory ドメインを変更した場合、クライアントに引き続きストレージを提供でき
るように、 Cloud Volumes Services で SMB サーバを変更する必要があります。

手順

1. 作業環境を開きます。

2.
をクリックします  ボタンをクリックし、 * Active Directory の管理 * をクリックします。Active

Directory が設定されていない場合は、ここで追加できます。設定済みの場合は、を使用して設定を変更ま

たは削除できます  ボタンを押します。

3. SMB サーバの設定を指定します。

フィールド 説明

DNS プライマリ IP アド
レス

SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。複数のサーバ
を参照する場合は、カンマを使用して IP アドレスを区切ります。たとえば、
172.31.25.223 、 172.31.2.74 のようになります。

参加する Active Directory

ドメイン
SMB サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。

SMB サーバの NetBIOS
名

作成する SMB サーバの NetBIOS 名を指定します。

ドメインへの参加を許可
されたクレデンシャル

AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための
十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

組織単位 SMB サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトでは、
Windows Active Directory サーバに接続するための CN=Computers が選択さ
れます。

4. [ 保存（ Save ） ] をクリックして、設定を保存します。

クラウドボリュームの Snapshot を管理します

ボリュームごとに Snapshot ポリシーを作成して、ボリュームの内容全体を以前からリ
カバリまたはリストアできるようにすることができます。必要に応じて、クラウドボリ
ュームのオンデマンド Snapshot を作成することもできます。

オンデマンドスナップショットを作成します

現在のボリューム状態の Snapshot を作成する場合は、クラウドボリュームのオンデマンド Snapshot を作成
できます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * スナップショットコピーの作成 * をクリックします。

3. スナップショットの名前を入力するか、自動的に生成された名前を使用して、 * 作成 * をクリックしま
す。
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Snapshot が作成されます。

Snapshot ポリシーを作成または変更します

クラウドボリュームに対して、必要に応じて Snapshot ポリシーを作成または変更できます。Snapshot ポリ
シーは、ボリュームの作成時またはボリュームの編集時に、 _Snapshot policy_tab から定義します。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * をクリックします。

3. [_ スナップショットポリシー _ ] タブで、 [ スナップショットの有効化 ] スライダを右に移動します。

4. Snapshot のスケジュールを定義します。

a. 頻度を選択します。 * Hourly * 、 * Daily * 、 * Weekly * 、または * Monthly *

b. 保持する Snapshot の数を選択します。

c. Snapshot を作成する曜日、時間、および分を選択します。

296



5. [Add volume* （ボリュームの追加） ] または [* Update volume* （ボリュームの更新） ] をクリックし
て、ポリシー設定を保存します。

Snapshot ポリシーを無効化

Snapshot ポリシーを無効にして、 Snapshot ポリシーの設定を保持しながら Snapshot が短時間作成されない
ようにすることができます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * をクリックします。

3. [_ スナップショットポリシー _ ] タブで、 [ スナップショットの有効化 ] スライダを左に移動します。

4. [ ボリュームの更新 ] をクリックします。

スナップショット・ポリシーを再度有効にするには ' スナップショットの有効化スライダーを右に移動し ' ボ
リュームの更新 * をクリックします
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Snapshot を削除します

不要になった Snapshot を削除できます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * Snapshot コピーの削除 * をクリックします。

3. ドロップダウンリストからスナップショットを選択し、 * 削除 * をクリックします。

4. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。

Snapshot を新しいボリュームにリストアします

必要に応じて、新しいボリュームに Snapshot をリストアできます。

手順

1. 作業環境を開きます。

2. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 新しいボリュームへのリストア * をクリックします。

3. 新しいボリュームの作成に使用する Snapshot をドロップダウンリストから選択します。

4. 新しいボリュームの名前を入力し、 * リストア * をクリックします。
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ボリュームが作業環境に作成されます。

5. ボリュームパスやサービスレベルなど、ボリュームの属性を変更する必要がある場合は、次の手順を実行
します。

a. ボリュームにカーソルを合わせ、 * 編集 * をクリックします。

b. 変更を加えて、「 * 音量の更新 * 」をクリックします。

完了後

に進みます "クラウドボリュームをマウント"。
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ONTAP クラスタを管理します

ONTAP クラスタの検出

Cloud Manager では、オンプレミス環境、ネットアップのプライベートストレージ構成、 IBM クラウド内の
ONTAP クラスタを検出できます。ONTAP クラスタを検出すると、ストレージのプロビジョニング、データ
のレプリケート、データのバックアップ、オンプレミスクラスタからクラウドへのコールドデータの階層化を
行うことができます。

必要なもの

• クラウドプロバイダまたはオンプレミスにインストールされたコネクタ。

コールドデータをクラウドに階層化する場合は、コールドデータの階層化先に基づいてコネクタの要件を
確認してください。

◦ "コネクタについて説明します"

◦ "コネクタ間の切り替え"

◦ "Cloud Tiering の詳細をご確認ください"

• クラスタを Cloud Manager に追加するための、クラスタ管理 IP アドレスと管理者ユーザアカウントのパ
スワード。

Cloud Manager は、 HTTPS を使用して ONTAP クラスタを検出します。カスタムファイアウォールポリ
シーを使用する場合は、次の要件を満たす必要があります。

◦ コネクタホストが、ポート 443 経由のアウトバウンド HTTPS アクセスを許可する必要があります。

コネクタがクラウドにある場合、すべてのアウトバウンド通信は事前定義されたセキュリティグルー
プによって許可されます。

◦ ONTAP クラスタでは、ポート 443 を介した着信 HTTPS アクセスが許可されている必要がありま
す。

デフォルトの「 mgmt 」ファイアウォールポリシーでは、すべての IP アドレスからの着信 HTTPS ア
クセスが許可されます。このデフォルトポリシーを変更した場合、または独自のファイアウォールポ
リシーを作成した場合は、 HTTPS プロトコルをそのポリシーに関連付けて、 Connector ホストから
のアクセスを有効にする必要があります。

手順

1. 作業環境ページで、 * 作業環境の追加 * をクリックし、 * オンプレミス ONTAP * を選択します。

2. プロンプトが表示されたら、コネクタを作成します。

詳細については、上記のリンクを参照してください。

3. ONTAP クラスタの詳細 * ページで、クラスタ管理 IP アドレス、 admin ユーザアカウントのパスワード、
クラスタの場所を入力します。
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4. [ 詳細 ] ページで、作業環境の名前と説明を入力し、 [* 移動 ] をクリックします。

結果

Cloud Manager はクラスタを検出します。ここで、ボリュームの作成、クラスタとの間でのデータのレプリ
ケート、クラウドへのデータ階層化の設定、クラウドへのボリュームのバックアップ、 System Manager の
起動による高度なタスクの実行が可能になります。

ONTAP クラスタのストレージの管理

Cloud Manager で ONTAP クラスタを検出したら、作業環境を開いてストレージをプロビジョニングおよび管
理できます。

ONTAP クラスタ用のボリュームの作成

Cloud Manager では、 ONTAP クラスタで NFS 、 CIFS 、および iSCSI のボリュームをプロビジョニングで
きます。

作業を開始する前に

データプロトコルは、 System Manager または CLI を使用してクラスタに設定する必要があります。

このタスクについて
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既存のアグリゲートにボリュームを作成できます。Cloud Manager から新しいアグリゲートを作成するこ
とはできません。

手順

1. [Working Environments] ページで、ボリュームをプロビジョニングする ONTAP クラスタの名前をダブル
クリックします。

2. [ 新しいボリュームの追加 ] をクリックします。

3. Create New Volume （新規ボリュームの作成）ページで、ボリュームの詳細を入力し、 * Create * （作成
）をクリックします。

このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフ
ィールドについて説明します。

フィールド 説明

サイズ 入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによっ
て大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な
物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。

スナップショットポリシ
ー

Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの
頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響
を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステム
イメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することも
できます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を
選択することもできます。

アクセス制御（ NFS の
み）

エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライ
アントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のす
べてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。

権限とユーザー / グルー
プ（ CIFS のみ）

これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロ
ールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御でき
ます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユ
ーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定す
る場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があり
ます。

イニシエータグループと
IQN （ iSCSI のみ）

iSCSI ストレージターゲットは LUN （論理ユニット）と呼ばれ、標準のブロ
ックデバイスとしてホストに提示されます。イニシエータグループは、 iSCSI

ホストのノード名のテーブルであり、どのイニシエータがどの LUN にアクセ
スできるかを制御します。iSCSI ターゲットは、標準のイーサネットネットワ
ークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、
CNA 、または専用の HBA を使用してネットワークに接続され、 iSCSI

Qualified Name （ IQN ）で識別されます。iSCSI ボリュームを作成すると、
Cloud Manager によって自動的に LUN が作成されます。ボリュームごとに 1

つの LUN だけを作成することでシンプルになり、管理は不要になります。作
成したボリュームを選択し、ターゲット IQN をクリックしてから、 IQN を使
用してホストから LUN に接続します。

使用プロファイル 使用プロファイルは、ボリュームに対して有効になっている NetApp Storage

Efficiency 機能を定義します。
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データのレプリケート

Cloud Volumes ONTAP システムと ONTAP クラスタ間でデータをレプリケートするには、ワンタイムデータ
レプリケーションを選択します。これにより、クラウドとの間でデータを移動したり、定期的にスケジュール
を作成したりすることができ、ディザスタリカバリや長期保存に役立ちます。

"詳細については、ここをクリックしてください"。

データをバックアップしています

Cloud Manager Backup to Cloud サービスを使用して、オンプレミスの ONTAP システムからクラウドの低コ
ストのオブジェクトストレージにデータをバックアップできます。このサービスは、クラウドデータの保護と
長期アーカイブのためのバックアップとリストアの機能を提供します。

"詳細については、ここをクリックしてください"。

データをクラウドに階層化する

ONTAP クラスタからオブジェクトストレージにアクセス頻度の低いデータを自動的に階層化することで、デ
ータセンターをクラウドに拡張します。

"詳細については、ここをクリックしてください"。
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クラウドへのバックアップ

クラウドへのバックアップの詳細をご確認ください

クラウドへのバックアップは、 ONTAP クラスタとオンプレミス Cloud Volumes ONTAP

クラスタに対応するアドオンサービスで、保護のためのバックアップとリストア機能を
提供し、クラウドデータを長期にわたってアーカイブできる。バックアップは、短期リ
カバリやクローニングに使用されるボリューム Snapshot コピーとは無関係に、クラウ
ドアカウントのオブジェクトストアに格納されます。

クラウドへのバックアップには、が採用されています "Cloud Backup サービスの略"。

すべてのバックアップ処理とリストア処理には、 Cloud Manager を使用する必要がありま
す。ONTAP から直接、またはクラウドプロバイダから何らかの操作を実行すると、サポート
されない構成になります。

の機能

• データボリュームの独立したコピーをクラウド上の低コストのオブジェクトストレージにバックアップで
きます。

• バックアップデータは、転送中の AES-256 ビット暗号化と TLS 1.2 HTTPS 接続によって保護されます。

• クラウドからクラウドへ、オンプレミスの ONTAP システムからクラウドへバックアップできます。

• 単一ボリュームで最大 1 、 019 個のバックアップをサポート

• 特定の時点からデータをリストアします。

• ソースシステム上のボリュームまたは別のシステムにデータをリストアします。

サポートされている作業環境とオブジェクトストレージプロバイダ

クラウドへのバックアップは、次のタイプの作業環境でサポートされています。

• AWS の Cloud Volumes ONTAP

• Azure の Cloud Volumes ONTAP

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

コスト

クラウドへのバックアップには、お客様所有のライセンスを使用（ BYOL ）と従量課金制（ PAYGO ）の 2

つの料金プランがあります。

BYOL の場合、ネットアップに料金を支払うことで、このサービスを一定期間利用できます。たとえば 6 カ月
とし、最大バックアップ容量である 10GB （ストレージ効率化前）と言います。そのため、オブジェクトス
トレージのコストについてクラウドプロバイダに支払う必要があります。このサービスを有効にするために、
Cloud Manager のライセンスページに入力するシリアル番号が表示されます。いずれかの制限に達すると、
ライセンスを更新する必要があります。を参照してください "バックアップ BYOL ライセンスを追加および更
新する"。Backup BYOL ライセンス環境は、に関連付けられているすべての Cloud Volumes ONTAP システム
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をライセンスしたものです "Cloud Central アカウント"。

PAYGO の場合は、オブジェクトストレージのコストについてクラウドプロバイダに支払い、バックアップラ
イセンスのコストについてはネットアップに支払う必要があります。ライセンスコストは、使用済み容量（ス
トレージ効率化前）に基づいて計算されます。

• AWS "価格の詳細については、 Cloud Manager Marketplace のサービスを参照してください"。

• Azure "価格の詳細については、 Cloud Manager Marketplace のサービスを参照してください"。

無償トライアルをご利用ください

30 日間の無償トライアルをご利用いただけます。試用版を使用すると、残っている無料試用日数が通知され
ます。無償トライアルが終了すると、バックアップは作成されなくなります。サービスを引き続き使用するに
は、サービスに登録するかライセンスを購入する必要があります。

サービスが無効になってもバックアップは削除されません。バックアップを削除しないかぎり、バックアップ
で使用する容量のオブジェクトストレージのコストは引き続きクラウドプロバイダから請求されます。

クラウドへのバックアップの仕組み

Cloud Volumes ONTAP またはオンプレミスの ONTAP システムでクラウドへのバックアップを有効にする
と、サービスはデータのフルバックアップを実行します。ボリューム Snapshot はバックアップイメージに含
まれません。初期バックアップ後は、追加のバックアップはすべて差分になります。つまり、変更されたブロ
ックと新しいブロックのみがバックアップされます。

バックアップの保管場所バックアップノバショ

バックアップコピーは、 Cloud Manager がクラウドアカウントに作成する S3 バケットまたは Azure BLOB

コンテナに格納されます。Cloud Volumes ONTAP システムの場合、オブジェクトストアは Cloud Volumes

ONTAP システムと同じリージョンに作成されます。オンプレミスの ONTAP システムでは、サービスを有効
にするときにリージョンを指定します。

Cloud Volumes ONTAP システムまたはオンプレミスの ONTAP システムごとに 1 つのオブジェクトストアが
あります。Cloud Manager は、次のようにオブジェクトストア名を指定します。 NetApp-backup- clusteruuid

このオブジェクトストアは削除しないでください。

注：

• AWS では、 Cloud Manager によってが有効になります "Amazon S3 ブロックのパブリックアクセス機能"

を S3 バケットに配置します。

• Azure では、 Cloud Manager は BLOB コンテナのストレージアカウントを持つ新規または既存のリソー
スグループを使用します。

サポートされている S3 ストレージクラス

Amazon S3 では、バックアップは _Standard_storage クラスから開始し、 30 日後に _Standard-Infrequent

Access_storage クラスに移行します。
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サポートされる Azure Blob アクセス階層

Azure では、各バックアップは _COT_ACCESS 階層に関連付けられています。

バックアップ設定はシステム全体に適用されます

クラウドへのバックアップを有効にすると、システムで指定したすべてのボリュームがクラウドにバックアッ
プされます。

保持するバックアップのスケジュールと数はシステムレベルで定義されます。バックアップ設定は、システム
上のすべてのボリュームに適用されます。

スケジュールは、 daily 、 weekly 、 monthly 、またはその組み合わせです

すべてのボリュームについて、日単位、週単位、または月単位のバックアップを選択できます。また、システ
ム定義のポリシーの中から、 3 カ月、 1 年、 7 年のバックアップと保持を提供するポリシーを選択すること
もできます。ポリシーは次のとおりです。

ポリシー名 間隔ごとのバックアップ … 最大バックアップ

* 毎日 * * 毎週 * * 毎月 *

Netapp3MonthsRetention 30 13 3. 46

Netapp1YearRetention 30 13 12. 55

ネッパ7YearsRetention 30 53 84 167

カテゴリまたは間隔のバックアップの最大数に達すると、古いバックアップは削除されるため、常に最新のバ
ックアップが保持されます。

データ保護ボリュームのバックアップの保持期間は、ソースの SnapMirror 関係の定義と同じになりま
す。API を使用して必要に応じてこの値を変更できます。

バックアップは午前 0 時に作成されます

• 日次バックアップは、毎日午前 0 時を過ぎた直後に開始されます。

• 週次バックアップは、日曜日の朝の午前 0 時を過ぎた直後に開始されます

• 月単位のバックアップは、毎月 1 日の午前 0 時を過ぎた直後に開始されます。

この時点では、ユーザーが指定した時刻にバックアップ操作をスケジュールすることはできません。

バックアップコピーは Cloud Central アカウントに関連付けられます

バックアップコピーはに関連付けられます "Cloud Central アカウント" Cloud Manager が配置されます。

同じ Cloud Central アカウントに複数の Cloud Manager システムがある場合、各 Cloud Manager システムに
は同じバックアップのリストが表示されます。これには、他の Cloud Manager システムの Cloud Volumes

ONTAP インスタンスとオンプレミス ONTAP インスタンスに関連付けられたバックアップが含まれます。
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BYOL ライセンスに関する考慮事項

Backup to Cloud BYOL ライセンスを使用している場合、 Cloud Manager は、バックアップが容量の上限に近
づいたときやライセンスの有効期限に近づいたときに通知します。次の通知が表示されます。

• バックアップがライセンスで許可された容量の 80% に達したとき、および制限に達したときに再度実行
されます

• ライセンスの有効期限が切れる 30 日前と、ライセンスの有効期限が切れたあとに再度有効になります

これらの通知を受け取った場合は、 Cloud Manager インターフェイスの右下にあるチャットアイコンを使用
してライセンスを更新してください。

ライセンスの有効期限が切れると、次の 2 つのことが起こります。

• ONTAP システムに使用しているアカウントにマーケットプレイスアカウントがある場合、バックアップ
サービスは引き続き実行されますが、 PAYGO ライセンスモデルに切り替えられます。バックアップに使
用する容量のバックアップライセンスのコストについては、クラウドプロバイダに課金されます。バック
アップに必要なストレージコストについては、ネットアップにお問い合わせください。

• ONTAP システムに使用しているアカウントに Marketplace アカウントがない場合、バックアップサービ
スは引き続き実行されますが、有効期限に関するメッセージは引き続き送信されます。

BYOL サブスクリプションを更新すると、 Cloud Manager は NetApp から新しいライセンスを自動的に取得
してインストールします。Cloud Manager がセキュアなインターネット接続経由でライセンスファイルにア
クセスできない場合は、ユーザがファイルを取得して、 Cloud Manager に手動でアップロードできます。手
順については、を参照してください "バックアップ BYOL ライセンスを追加および更新する"。

PAYGO ライセンスに切り替えられたシステムは、自動的に BYOL ライセンスに戻されます。また、ライセン
スなしで実行されていたシステムは警告メッセージの受信を停止し、ライセンスの有効期限が切れている間に
実行されたバックアップに対して課金されます。

サポートされるボリューム

Backup to Cloud は、読み書き可能ボリュームとデータ保護（ DP ）ボリュームをサポートしています。

FlexGroup ボリュームは現在サポートされていません。

制限

• クラウドへのバックアップが有効になっている場合、 Cloud Volumes ONTAP またはオンプレミスのシス
テムでは WORM ストレージ（ SnapLock ）はサポートされません。

• オンプレミスの ONTAP システムからバックアップを作成する際のクラウドへのバックアップの制限事項
：

◦ オンプレミスクラスタで ONTAP 9.7P5 以降が実行されている必要があります。

◦ Cloud Manager が Azure に導入されていること。オンプレミスの Cloud Manager 環境はサポートされ
ていません。

◦ バックアップのデスティネーションの場所は、 Azure 上のオブジェクトストレージのみです。

◦ バックアップは、 Azure に導入されている Cloud Volumes ONTAP システムにのみリストアできま
す。オンプレミスの ONTAP システムや、別のクラウドプロバイダを使用している Cloud Volumes

ONTAP システムにバックアップをリストアすることはできません。
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• DP ボリュームをバックアップする場合は、ソースボリュームの SnapMirror ポリシーに定義されたルール
で、「毎日」、「毎週」、または「毎月」の「クラウドへのバックアップ」ポリシー名に一致するラベル
を使用する必要があります。そうしないと、その DP ボリュームのバックアップは失敗します。

• Azure では、 Cloud Volumes ONTAP の導入時にクラウドへのバックアップを有効にした場合、 Cloud

Manager によってリソースグループが作成されます。このリソースグループは変更できません。クラウド
へのバックアップを有効にする際に独自のリソースグループを選択する場合は、 Cloud Volumes ONTAP

を導入する際に * クラウドへのバックアップを無効にしてから、クラウドへのバックアップを有効にし
て、クラウドへのバックアップ設定ページからリソースグループを選択します。

• Cloud Volumes ONTAP システムからボリュームをバックアップする場合、 Cloud Manager 以外で作成し
たボリュームは自動ではバックアップされません。

たとえば、 ONTAP CLI 、 ONTAP API 、または System Manager からボリュームを作成した場合、その
ボリュームは自動的にはバックアップされません。

これらのボリュームをバックアップするには、クラウドへのバックアップを無効にしてから再度有効にす
る必要があります。

はじめに

Amazon S3 へのデータのバックアップ

Cloud Volumes ONTAP から Amazon S3 へのデータのバックアップを開始するには、い
くつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 構成がサポートされていることを確認します

• Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降を AWS で実行している。

• に登録しておきます "Cloud Manager Marketplace のバックアップソリューション"またはを購入したこと
が必要です "アクティブ化されます" NetApp の Backup to Cloud BYOL ライセンス。

• Cloud Manager に権限を提供する IAM ロールにはが含まれています 最新のものから S3 権限 "Cloud

Manager ポリシー"。

 新規または既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効化

• 新しいシステム：クラウドへのバックアップは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になります。
このオプションは必ず有効にしておいてください。

• 既存のシステム：作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクテ
ィブ化 * をクリックして、セットアップウィザードに従います。

308

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies
https://mysupport.netapp.com/site/info/cloud-manager-policies


 バックアップポリシーを定義

デフォルトポリシーでは、毎日ボリュームがバックアップされ、各ボリュームの最新の 30 個のバックアップ
コピーが保持されます。週単位または月単位のバックアップに変更するか、システム定義のポリシーの中から
いくつかのオプションを選択します。保持するバックアップコピーの数を変更することもできます。

 バックアップするボリュームを選択します

Select Volumes （ボリュームの選択）ページで、バックアップするボリュームを特定します。

 必要に応じて、データをリストアします

バックアップリストからボリュームを選択し、バックアップを選択して、バックアップから新しいボリューム
にデータをリストアします。
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要件

S3 へのボリュームのバックアップを開始する前に、次の要件を読み、サポートされている構成になっている
ことを確認してください。

サポートされている ONTAP のバージョン

Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降

サポートされている AWS リージョン

クラウドへのバックアップは、すべての AWS リージョンでサポートされます "Cloud Volumes ONTAP が
サポートされている場合"。

ライセンス要件

Cloud Backup to Cloud 従量課金制のライセンスの場合は、 AWS Marketplace で Cloud Manager のサブス
クリプションを選択できます。このサブスクリプションを使用すると、 Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降（
PAYGO ）と Cloud Backup to Cloud を導入できます。必要です "この Cloud Manager サブスクリプション
に登録してください" クラウドへのバックアップを有効にする前に、クラウドへのバックアップの請求は、
このサブスクリプションを通じて行われます。

Backup to Cloud BYOL ライセンスの場合は、 AWS Backup to Cloud サブスクリプションは必要ありませ
ん。シリアル番号はネットアップから提供される必要があります。この番号を使用すると、ライセンスの
期間と容量にサービスを使用できます。を参照してください "バックアップ BYOL ライセンスを追加およ
び更新する"。

また、バックアップを格納するストレージスペース用の AWS サブスクリプションが必要です。

AWS 権限が必要です

Cloud Manager に権限を提供する IAM ロールが必要です 最新の S3 権限を含める "Cloud Manager ポリシ
ー"。

ポリシーの具体的な権限を次に示します。
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{

            "Sid": "backupPolicy",

            "Effect": "Allow",

            "Action": [

                "s3:DeleteBucket",

                "s3:GetLifecycleConfiguration",

                "s3:PutLifecycleConfiguration",

                "s3:PutBucketTagging",

                "s3:ListBucketVersions",

                "s3:GetObject",

                "s3:ListBucket",

                "s3:ListAllMyBuckets",

                "s3:GetBucketTagging",

                "s3:GetBucketLocation",

                "s3:GetBucketPolicyStatus",

                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",

                "s3:GetBucketAcl",

                "s3:GetBucketPolicy",

                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"

            ],

            "Resource": [

                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"

            ]

        },

新しいシステムでクラウドへのバックアップを有効にする

クラウドへのバックアップは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になっています。このオプションは
必ず有効にしておいてください。

手順

1. [ Cloud Volumes ONTAP の作成 *] をクリックします。

2. クラウドプロバイダとして Amazon Web Services を選択し、シングルノードまたは HA システムを選択
します。

3. [ 詳細と資格情報 ] ページに入力します。

4. [ サービス ] ページで、サービスを有効のままにして、 [* 続行 ] をクリックします。
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5. ウィザードの各ページを設定し、システムを導入します。

結果

クラウドへのバックアップはシステムで有効になり、ボリュームが毎日バックアップされ、最新の 30 個のバ
ックアップコピーが保持されます。

次の手順

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができ
ます"。

既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効にする

作業環境からクラウドへのバックアップをいつでも直接有効にできます。

手順

1. 作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリッ
クします。

2. バックアップのスケジュールと保持の値を定義し、 * Continue * をクリックします。
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を参照してください "既存のポリシーのリスト"。

3. バックアップするボリュームを選択し、 * Activate * をクリックします。

結果

クラウドへのバックアップは、選択した各ボリュームの初期バックアップの作成を開始します。

次の手順

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができ
ます"。

Azure BLOB ストレージへのデータのバックアップ

Cloud Volumes ONTAP から Azure Blob Storage へのデータのバックアップを開始する
には、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。
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 構成がサポートされていることを確認します

• Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降を Azure で実行している。

• バックアップを格納するストレージスペースに対する有効なクラウドプロバイダのサブスクリプションが
必要です。

• に登録しておきます "Cloud Manager Marketplace のバックアップソリューション"またはを購入したこと
が必要です "アクティブ化されます" NetApp の Backup to Cloud BYOL ライセンス。

 新規または既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効化

• 新しいシステム：クラウドへのバックアップは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になります。
このオプションは必ず有効にしておいてください。

• 既存のシステム：作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクテ
ィブ化 * をクリックして、セットアップウィザードに従います。

 プロバイダの詳細を入力します

プロバイダサブスクリプションを選択し、新しいリソースグループを作成するか、既存のリソースグループを
使用するかを選択します。

 バックアップポリシーを定義

デフォルトポリシーでは、毎日ボリュームがバックアップされ、各ボリュームの最新の 30 個のバックアップ
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コピーが保持されます。週単位または月単位のバックアップに変更するか、システム定義のポリシーの中から
いくつかのオプションを選択します。

 バックアップするボリュームを選択します

Select Volumes （ボリュームの選択）ページで、バックアップするボリュームを特定します。

 必要に応じて、データをリストアします

バックアップリストからボリュームを選択し、バックアップを選択して、バックアップから新しいボリューム
にデータをリストアします。

要件

Azure Blob Storage へのボリュームのバックアップを開始する前に、次の要件を確認し、サポートされている
構成であることを確認してください。
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サポートされている ONTAP のバージョン

Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降。

サポートされている Azure リージョン

クラウドへのバックアップは、すべての Azure リージョンでサポートされています "Cloud Volumes

ONTAP がサポートされている場合"。

ライセンス要件

クラウドへのバックアップライセンスは、クラウドへのバックアップを有効にする前に、 Azure

Marketplace でのサブスクリプションが必要です。クラウドへのバックアップの請求は、このサブスクリ
プションを通じて行われます。 "作業環境ウィザードの詳細 資格情報ページから購読できます"。

Backup to Cloud BYOL ライセンスを利用するには、ライセンスの期間と容量にサービスを使用できるよう
に、ネットアップから提供されたシリアル番号が必要です。を参照してください "バックアップ BYOL ラ
イセンスを追加および更新する"。

また、バックアップを格納するストレージスペースには、 Microsoft Azure サブスクリプションが必要で
す。

新しいシステムでクラウドへのバックアップを有効にする

クラウドへのバックアップは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になっています。このオプションは
必ず有効にしておいてください。

リソースグループの名前を選択する場合は、 Cloud Volumes ONTAP の導入時に * disable *

Backup to Cloud と入力します。の手順に従います 既存のシステムでクラウドへのバックアッ
プを有効化 Backup to Cloud を有効にして、リソースグループを選択します。

手順

1. [ Cloud Volumes ONTAP の作成 *] をクリックします。

2. クラウドプロバイダとして Microsoft Azure を選択し、シングルノードまたは HA システムを選択しま
す。

3. 詳細とクレデンシャルのページに必要事項を入力し、 Azure Marketplace サブスクリプションが登録され
ていることを確認します。

4. [ サービス ] ページで、サービスを有効のままにして、 [* 続行 ] をクリックします。
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5. ウィザードの各ページを設定し、システムを導入します。

結果

クラウドへのバックアップはシステムで有効になり、ボリュームが毎日バックアップされ、最新の 30 個のバ
ックアップコピーが保持されます。

次の手順

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができ
ます"。

既存のシステムでクラウドへのバックアップを有効にする

作業環境からクラウドへのバックアップをいつでも直接有効にできます。

手順

1. 作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリッ
クします。

2. プロバイダの詳細を選択します。

a. バックアップの格納に使用する Azure サブスクリプション。

b. リソースグループ - 新しいリソースグループを作成することも、を選択して既存のリソースグループ
を選択することもできます。

c. [* Continue （続行） ] をクリックします。
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サービスの開始後に、サブスクリプションまたはリソースグループを変更することはできません。

3. [Define Policy] ページで、バックアップスケジュールと保持の値を選択し、 [* Continue * ] をクリックしま
す。

を参照してください "既存のポリシーのリスト"。

4. バックアップするボリュームを選択し、 * Activate * をクリックします。
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結果

クラウドへのバックアップは、選択した各ボリュームの初期バックアップの作成を開始します。

次の手順

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができ
ます"。

オンプレミスの ONTAP システムからへのデータのバックアップ クラウド

オンプレミスの ONTAP システムからクラウドの低コストのオブジェクトストレージへ
のデータのバックアップを開始するには、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 構成がサポートされていることを確認します

• オンプレミスクラスタを検出し、 Cloud Manager の作業環境に追加しておきます。を参照してください
"ONTAP クラスタの検出" を参照してください。

• クラスタで ONTAP 9.7P5 以降を実行しています。

• バックアップを格納するストレージスペースに対する有効なクラウドプロバイダのサブスクリプションが
必要です。

• に登録しておきます "Cloud Manager Marketplace のバックアップソリューション"またはを購入したこと
が必要です "アクティブ化されます" NetApp の Backup to Cloud BYOL ライセンス。

 システムでクラウドへのバックアップを有効化

作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリックし
て、セットアップウィザードに従います。

 クラウドプロバイダを選択し、プロバイダの詳細を入力します

プロバイダを選択し、プロバイダサブスクリプション、リージョン、およびリソースグループを選択します。
また、ボリュームが配置されている ONTAP クラスタ内の IPspace を指定する必要があります。
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 バックアップポリシーを定義

デフォルトポリシーでは、毎日ボリュームがバックアップされ、各ボリュームの最新の 30 個のバックアップ
コピーが保持されます。週単位または月単位のバックアップに変更するか、システム定義のポリシーの中から
いくつかのオプションを選択します。

 バックアップするボリュームを選択します

クラスタからバックアップするボリュームを特定します。

 必要に応じて、データをリストアします

バックアップリストで、ボリュームを選択し、バックアップを選択します。次に、同じクラウドプロバイダを
使用している Cloud Volumes ONTAP システム上の新しいボリュームに、バックアップのデータをリストアし
ます。
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要件

Azure BLOB ストレージへのボリュームのバックアップを開始する前に、次の要件を参照して、サポートされ
ている構成があることを確認してください。

サポートされている ONTAP のバージョン

ONTAP 9.7P5 以降

クラスタネットワークの要件

クラスタ間 LIF は、バックアップ対象のボリュームをホストする各 ONTAP ノードに必要です。LIF は、
ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。
管理 SVM は IPspace に配置する必要があります。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください
"。

クラウドへのバックアップをセットアップすると、 IPspace で使用するように求められます。各 LIF を関
連付ける IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタ
ム IPspace です。

サポートされている Azure リージョン

クラウドへのバックアップは、すべての Azure リージョンでサポートされています "Cloud Volume がサポ
ートされている場合"。

ライセンス要件

Backup to Cloud PAYGO ライセンスの場合は、へのサブスクリプション "Azure Marketplace Cloud

Manager のバックアップソリューション" は、クラウドへのバックアップを有効にする前に必要です。ク
ラウドへのバックアップの請求は、このサブスクリプションを通じて行われます。

Backup to Cloud BYOL ライセンスを利用するには、ライセンスの期間と容量にサービスを使用できるよう
に、ネットアップから提供されたシリアル番号が必要です。を参照してください "バックアップ BYOL ラ
イセンスを追加および更新する"。

また、バックアップを格納するストレージスペースには、 Microsoft Azure サブスクリプションが必要で
す。

クラウドへのバックアップを有効化してい

作業環境からクラウドへのバックアップをいつでも直接有効にできます。
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手順

1. 作業環境を選択し、右パネルのクラウドへのバックアップサービスの横にある * アクティブ化 * をクリッ
クします。

2. プロバイダを選択し、プロバイダの詳細を入力します。

a. バックアップの格納に使用する Azure サブスクリプション。

b. Azure リージョン。

c. リソースグループ - 新しいリソースグループを作成することも、を選択して既存のリソースグループ
を選択することもできます。

d. バックアップするボリュームが配置されている ONTAP クラスタ内の IPspace 。

e. [* Continue （続行） ] をクリックします。

サービスの開始後に、サブスクリプションまたはリソースグループを変更することはできません。

3. [Define Policy] ページで、バックアップスケジュールと保持の値を選択し、 [* Continue * ] をクリックしま
す。
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を参照してください "既存のポリシーのリスト"。

4. バックアップするボリュームを選択し、 * Activate * をクリックします。

結果

クラウドへのバックアップは、選択した各ボリュームの初期バックアップの作成を開始します。

次の手順

"バックアップの管理では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストアなどを行うことができ
ます"。

Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミスの ONTAP シ
ステムのバックアップの管理

Cloud Volumes ONTAP システムとオンプレミス ONTAP システムのバックアップの管理
では、バックアップスケジュールの変更、ボリュームのリストア、バックアップの削除
などを行います。

スケジュールとバックアップの保持期間を変更する

デフォルトポリシーでは、毎日ボリュームがバックアップされ、各ボリュームの最新の 30 個のバックアップ
コピーが保持されます。週単位または月単位のバックアップに変更したり、保持するバックアップコピーの数
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を変更したりできます。また、 3 カ月、 1 年、 7 年のバックアップをスケジュールするシステム定義のポ
リシーを選択することもできます。

バックアップポリシーの変更は、スケジュールの変更後に作成される新しいボリュームにのみ
反映されます。既存のボリュームのスケジュールには影響しません。

手順

1. 作業環境を選択します。

2.
をクリックします  アイコン"] をクリックし、 * バックアップ設定 * を選択します。

 ボタンを示すスクリーンショット。"]

3. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします  アイコン"] 作業環境では、 * バックアップポリシ
ーの変更 * を選択します。

ボタンを示すスクリーンショット。"]

4. バックアップポリシーの変更ページで、スケジュールとバックアップの保持期間を変更し、 * 保存 * をク
リックします。
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ボリュームのバックアップの開始と停止

ボリュームのバックアップコピーが不要で、バックアップの格納コストを抑える必要がない場合は、ボリュー
ムのバックアップを停止できます。新しいボリュームがバックアップ中でない場合は、バックアップリストに
追加することもできます。

手順

1. 作業環境を選択します。

2.
をクリックします  アイコン"] をクリックし、 * バックアップ設定 * を選択します。

 ボタンを示すスクリーンショット。"]

3. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします  アイコン"] 作業環境では、 * ボリュームの管理 * を
選択します。
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ページの [ ボリュームの管理 ] ボタンを示すスクリーンショット。"]

4. バックアップを開始するボリュームのチェックボックスを選択し、バックアップを停止するボリュームの
チェックボックスを選択解除します。

◦ 注意： * ボリュームのバックアップを停止すると、バックアップが停止します オブジェクトの料金は
クラウドプロバイダが継続的に負担します を除いて、バックアップが使用する容量のストレージコス
ト あなた バックアップを削除します。

バックアップからのボリュームのリストア

バックアップからデータをリストアすると、 Cloud Manager はバックアップのデータを使用して
_new_volume を作成します。データは、同じ作業環境内のボリューム、またはソース作業環境と同じクラウ
ドアカウントにある別の作業環境にリストアできます。バックアップには Snapshot が含まれていないため、
新しくリストアしたボリュームも含まれません。

オンプレミスの ONTAP システムで作成されたバックアップは、バックアップが配置されたク
ラウドプロバイダを使用する Cloud Volumes ONTAP システムにのみリストアできます。

手順

1. 作業環境を選択します。

2.
をクリックします  アイコン"] をクリックし、 * View Backups * を選択します。
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3. リストアするボリュームの行を選択し、 * バックアップリストの表示 * をクリックします。

4. リストアするバックアップを検索し、 * Restore * アイコンをクリックします。

5. 新しい volume_page にリストアバックアップを記入します。

a. ボリュームのリストア先となる作業環境を選択します。

b. ボリュームの名前を入力します。

c. [* リストア ] をクリックします。
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結果

Cloud Manager は、選択したバックアップに基づいて新しいボリュームを作成します。可能です "この新しい
ボリュームを管理します" 必要に応じて。

バックアップを削除する

クラウドにバックアップを使用すると、特定のボリュームのすべてのバックアップを削除できま
す。individual backups を削除することはできません。

この処理は、バックアップが不要になった場合やソースボリュームを削除したあとにすべてのバックアップを
削除する場合に実行します。
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バックアップがある Cloud Volumes ONTAP またはオンプレミスの ONTAP システムを削除す
る場合は、システムを削除する前にバックアップを削除しておく必要があります。システムを
削除しても Backup to Cloud はバックアップを自動的に削除しません。また、システムを削除
した後でバックアップを削除するための UI で現在サポートされていません。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Backup * をクリックします。

2. ボリュームリストからボリュームを探し、 * バックアップリストの表示 * をクリックします。

3. をクリックします  アイコン"] をクリックし、 * すべてのバックアップを削除 * を選択します。

 ボタンを選択したスクリーンショット。"]

4. 確認ダイアログボックスで、 * 削除 * をクリックします。

クラウドへのバックアップを無効にしてい

作業環境で Backup to Cloud を無効にすると、システム上の各ボリュームのバックアップが無効になり、ボリ
ュームをリストアすることもできなくなります。既存のバックアップは削除されません。

バックアップを削除しないかぎり、バックアップで使用する容量のオブジェクトストレージのコストは引き続
きクラウドプロバイダから請求されます。

手順

1. 作業環境を選択します。

2.
をクリックします  アイコン"] をクリックし、 * バックアップ設定 * を選択します。

 ボタンを示すスクリーンショット。"]

3. _ バックアップ設定ページ _ で、をクリックします  アイコン"] 作業環境では、 * クラウドへのバック
アップを非アクティブ化 * を選択します。
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4. 確認ダイアログボックスで、 * Deactivate * をクリックします。
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データをコピーして同期

Cloud Sync の概要

ネットアップのクラウド同期サービスは、データをクラウド内や社内の任意のターゲッ
トに移行するための、シンプルでセキュアな自動化された方法を提供します。ファイル
ベースの NAS データセット（ NFS または SMB ）、 Amazon Simple Storage Service

（ S3 ）のオブジェクト形式、 NetApp StorageGRID ® アプライアンス、その他のクラ
ウドプロバイダのオブジェクトストアのいずれであっても、 Cloud Sync は変換と移動
を行うことができます。

の機能

Cloud Sync の概要については、次のビデオをご覧ください。

Cloud Sync の仕組み

Cloud Sync は、データブローカー、 Cloud Manager から提供されるクラウドベースのインターフェイス、ソ
ースとターゲットで構成されるソフトウェアサービス（ SaaS ）プラットフォームです。

次の図は、 Cloud Sync コンポーネント間の関係を示しています。
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ネットアップのデータブローカーソフトウェアは、ソースからターゲットへデータを同期します（これを「
a_sync relationship_ 」と呼びます）。データブローカーは、 AWS 、 Azure 、 Google クラウドプラットフ
ォーム、または社内で実行できます。データブローカーが Cloud Sync サービスと通信し、他のいくつかのサ
ービスやリポジトリと通信できるように、ポート 443 を介したアウトバウンドインターネット接続が必要で
す。 "エンドポイントのリストを表示します。"。

最初のコピーの後、設定したスケジュールに基づいて変更されたデータが同期されます。

サポートされているストレージタイプ

Cloud Sync でサポートされるストレージタイプは次のとおりです。

• 任意の NFS サーバ

• 任意の SMB サーバ

• AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp Files の特長

• Cloud Volumes Service

• Cloud Volumes ONTAP

• Google クラウドストレージ

• IBM クラウドオブジェクトストレージ
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• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• ONTAP S3 ストレージ

• StorageGRID

"サポートされている同期関係を確認します"。

コスト

Cloud Sync の使用に関連するコストには、リソース料金とサービス料金の 2 種類があります。

リソース料金

リソースの料金は、クラウドでデータブローカーを実行する場合のコンピューティングとストレージのコ
ストに関連します。

サービス料金

14 日間の無料トライアル終了後に、同期関係の料金を支払う方法は 2 通りあります。1 つ目は、 AWS ま
たは Azure から登録する方法です。 AWS または Azure を利用すると、 1 時間ごとまたは 1 年ごとに料金
を支払うことができます。2 つ目の選択肢は、ネットアップから直接ライセンスを購入することです。詳
細については、次のセクションを参照してください。

Marketplace サブスクリプション

AWS または Azure から Cloud Sync サービスに加入すると、 1 時間あたりの料金を支払うか、年間の料金を
支払うことができます。 "AWS または Azure でサブスクライブできます"、どこに課金するかによって異なり
ます。

時間単位のサブスクリプション

時間単位の従量課金制サブスクリプションでは、 Cloud Sync サービスは作成した同期関係の数に基づいて
1 時間ごとに料金を請求します。

• "Azure で価格を表示します"

• "AWS で従量課金制の価格を確認できます"

年間サブスクリプション

年間サブスクリプションでは、事前に支払う 20 の同期関係のライセンスが提供されます。20 を超える同
期関係を構築し、 Azure を利用したサブスクリプションの場合は、追加の関係料金が 1 時間単位で発生し
ます。

"AWS の年間価格を確認します"

ネットアップのライセンス

同期関係のコストを事前に支払うもう 1 つの方法は、ネットアップからライセンスを直接購入することで
す。各ライセンスでは、最大 20 の同期関係を作成できます。

これらのライセンスは、 AWS または Azure サブスクリプションで使用できます。たとえば、 25 の同期関係
がある場合は、ライセンスを使用して最初の 20 の同期関係に料金を支払い、残りの 5 つの同期関係を持つ
AWS または Azure から従量課金制で支払うことができます。

"ライセンスを購入して Cloud Sync に追加する方法について説明します。"。
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ライセンス条項

Cloud Sync サービスに Bring Your Own License （ BYOL ）を購入されたお客様は、ライセンス資格に関連す
る制限事項に注意する必要があります。

• お客様は、納品日から 1 年を超えない期間、 BYOL ライセンスを利用できます。

• お客様は、 BYOL ライセンスを利用して、ソースとターゲットの間の合計 20 個の個別接続を確立するこ
とができます（それぞれ「同期関係」）。

• お客様の利用資格は、お客様が 20 件の同期関係の制限に達したかどうかに関係なく、 1 年間のライセン
ス期間の終了時に期限切れとなります。

• お客様がライセンスの更新を選択した場合、以前のライセンス付与から関連付けられた未使用の同期関係
は、ライセンスの更新には引き継がれません。

データのプライバシー

ネットアップには、 Cloud Sync サービスの使用中に指定したクレデンシャルへのアクセス権がありません。
クレデンシャルは、ネットワーク内のデータブローカーマシンに直接保存されます。

選択した設定によっては、新しい関係を作成するときに Cloud Sync によってクレデンシャルの入力が求めら
れる場合があります。たとえば、 SMB サーバを含む関係を設定する場合や、 AWS にデータブローカーを導
入する場合などです。

これらのクレデンシャルは、常にデータブローカー自体に直接保存されます。データブローカーは、オンプレ
ミスでもクラウドアカウントでも、ネットワーク上のマシンに配置されます。クレデンシャルがネットアップ
に提供されることはありません。

クレデンシャルは、 HanCorp Vault を使用してデータブローカーマシンでローカルに暗号化されます。

制限

• Cloud Sync は中国ではサポートされていません。

• 中国以外にも、 Cloud Sync データブローカーは次の地域ではサポートされていません。

◦ AWS GovCloud （米国）

◦ Azure US 政府

◦ Azure US DoD

はじめに

Cloud Sync のクイックスタート

Cloud Sync サービスを開始するには、いくつかの手順を実行します。

 ソースとターゲットを準備します

ソースとターゲットがサポートされ、セットアップされていることを確認します。最も重要な要件は、データ
ブローカーとソースとターゲットの間の接続を確認することです。 "詳細はこちら。"。
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 ネットアップデータブローカーの設置場所を準備します

ネットアップのデータブローカーソフトウェアは、ソースからターゲットへデータを同期します（これを「
a_sync relationship_ 」と呼びます）。データブローカーは、 AWS 、 Azure 、 Google クラウドプラットフ
ォーム、または社内で実行できます。データブローカーが Cloud Sync サービスと通信し、他のいくつかのサ
ービスやリポジトリと通信できるように、ポート 443 を介したアウトバウンドインターネット接続が必要で
す。 "エンドポイントのリストを表示します。"。

Cloud Sync では、同期関係を作成する際のインストールプロセスをガイドします。同期関係を作成すると、
クラウドにデータブローカーを導入したり、独自の Linux ホスト用のインストールスクリプトをダウンロード
したりできます。

• "AWS のインストールを確認します"

• "Azure のインストールを確認します"

• "GCP のインストールを確認します"

• "Linux ホストのインストールを確認します"

 最初の同期関係を作成します

にログインします "クラウドマネージャ"をクリックし、 * 同期 * をクリックして、ソースとターゲットの選択
をドラッグアンドドロップします。プロンプトに従ってセットアップを完了します。 "詳細はこちら。"。

 無料トライアルが終了したら、同期関係の料金をお支払いください

AWS または Azure から従量課金制または年間の支払いを申し込むことができます。または、ネットアップか
ら直接ライセンスを購入することもできます。Cloud Sync のライセンス設定ページに移動して設定します。 "

詳細はこちら。"。

ソースとターゲットの準備

ソースとターゲットがサポートされ、セットアップされていることを確認して、データ
の同期を準備します。

サポートされている同期関係

Cloud Sync を使用すると、ソースからターゲットにデータを同期できます（これを「 a_sync relationship_ 」
と呼びます）。サポートされている関係を理解してから開始する必要があります。
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ソースの場所 サポートされるターゲットロケーション

AWS EFS を使用して • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ NFS ）

• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）

• クラウドボリュームサービス（ NFS ）

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• StorageGRID

AWS S3 • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp Files の特長

• Cloud Volumes ONTAP

• Cloud Volumes Service

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID
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ソースの場所 サポートされるターゲットロケーション

Azure Blob の略 • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp Files の特長

• Cloud Volumes ONTAP

• Cloud Volumes Service

• Google クラウドストレージ

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID

Azure NetApp ファイル（ NFS ） • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ NFS ）

• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）

• クラウドボリュームサービス（ NFS ）

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• StorageGRID
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ソースの場所 サポートされるターゲットロケーション

Azure NetApp ファイル（ SMB ） • AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ SMB ）

• Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）

• クラウドボリュームサービス（ SMB ）

• Google クラウドストレージ

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID

Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ NFS ）

• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）

• クラウドボリュームサービス（ NFS ）

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• StorageGRID

Cloud Volumes ONTAP （ SMB ） • AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ SMB ）

• Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）

• クラウドボリュームサービス（ SMB ）

• Google クラウドストレージ

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID
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ソースの場所 サポートされるターゲットロケーション

クラウドボリュームサービス（ NFS ） • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ NFS ）

• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）

• クラウドボリュームサービス（ NFS ）

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• StorageGRID

クラウドボリュームサービス（ SMB ） • AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ SMB ）

• Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）

• クラウドボリュームサービス（ SMB ）

• Google クラウドストレージ

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID
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ソースの場所 サポートされるターゲットロケーション

Google クラウドストレージ • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp Files の特長

• Cloud Volumes ONTAP

• Cloud Volumes Service

• Google クラウドストレージ

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID

IBM クラウドオブジェクトストレージ • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp Files の特長

• Cloud Volumes ONTAP

• Cloud Volumes Service

• Google クラウドストレージ

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID
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ソースの場所 サポートされるターゲットロケーション

NFS サーバ • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ NFS ）

• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）

• クラウドボリュームサービス（ NFS ）

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• StorageGRID

オンプレミスの ONTAP クラスタ（ NFS ） • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ NFS ）

• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）

• クラウドボリュームサービス（ NFS ）

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• StorageGRID

オンプレミスの ONTAP クラスタ（ SMB ） • AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ SMB ）

• Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）

• クラウドボリュームサービス（ SMB ）

• Google クラウドストレージ

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID
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ソースの場所 サポートされるターゲットロケーション

ONTAP S3 ストレージ • StorageGRID

SMB サーバ • AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp ファイル（ SMB ）

• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）

• クラウドボリュームサービス（ NFS ）

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• SMB サーバ

• StorageGRID

StorageGRID • AWS EFS を使用して

• AWS S3

• Azure Blob の略

• Azure NetApp Files の特長

• Cloud Volumes ONTAP

• Cloud Volumes Service

• IBM クラウドオブジェクトストレージ

• Google クラウドストレージ

• NFS サーバ

• オンプレミスの ONTAP クラスタ

• ONTAP S3 ストレージ

• SMB サーバ

• StorageGRID

注：

1. BLOB コンテナがターゲットの場合は、特定の Azure BLOB ストレージ階層を選択できます。

◦ ホットストレージ

◦ 優れたストレージ

2. [[storage-classes] ] AWS S3 がターゲットの場合は、特定の S3 ストレージクラスを選択できます。

◦ 標準（これがデフォルトクラス）

◦ インテリジェント階層化
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◦ 標準的なアクセス頻度は低い

◦ 1 回のアクセスではほとんど発生しません

◦ 氷河

◦ Glacier Deep Archive

ソースとターゲットのネットワーク

• ソースとターゲットは、データブローカーにネットワーク接続されている必要があります。

たとえば、 NFS サーバがデータセンターにあり、データブローカーが AWS にある場合、ネットワークか
ら VPC へのネットワーク接続（ VPN または直接接続）が必要です。

• ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サービスを使用するように、ソース、ターゲット、およびデー
タブローカーを設定することを推奨します。3 つのコンポーネント間の時間差は 5 分を超えないようにし
てください。

移行元と移行先の要件

ソースとターゲットが次の要件を満たしていることを確認します。

[s3] AWS S3バケットの要件

AWS S3 バケットが次の要件を満たしていることを確認します。

AWS S3 でサポートされるデータブローカーの場所

S3 ストレージを含む同期関係では、 AWS または社内にデータブローカーを導入する必要があります。いず
れの場合も、インストール時にデータブローカーを AWS アカウントに関連付けるように求められます。

• "AWS データブローカーの導入方法について説明します"

• "Linux ホストにデータブローカーをインストールする方法について説明します"

サポートされている AWS リージョン

中国と GovCloud （米国）以外のすべての地域がサポートされています。

他の AWS アカウントの S3 バケットに必要な権限

同期関係をセットアップする際、データブローカーに関連付けられていない AWS アカウントに配置されてい
る S3 バケットを指定することができます。

"この JSON ファイルに含まれている権限" データブローカーがアクセスできるように、 S3 バケットに適用す
る必要があります。これらの権限を使用すると、データブローカーはバケットとの間でデータをコピーし、バ
ケット内のオブジェクトを一覧表示できます。

JSON ファイルに含まれる権限については、次の点に注意してください。

1. _<BucketName> _ は、データブローカーに関連付けられていない AWS アカウントにあるバケットの名前
です。
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2. <Rolear> は次のいずれかに置き換える必要があります。

◦ データブローカーが Linux ホストに手動でインストールされた場合、データブローカーの導入時に
AWS クレデンシャルを指定した AWS ユーザの ARN を _RoleARN に指定する必要があります。

◦ CloudFormation テンプレートを使用してデータブローカーが AWS に導入された場合、 _

Rolears_should be the ARN of the IAM role created by the template 。

ロール ARN を見つけるには、 EC2 コンソールに移動し、データブローカーインスタンスを選択し
て、 Description タブから IAM ロールをクリックします。次に、ロール ARN を含む IAM コンソール
に概要ページが表示されます。

 Azure BLOBストレージの要件

Azure BLOB ストレージが次の要件を満たしていることを確認します。

Azure BLOB でサポートされるデータブローカーの場所

同期関係に Azure BLOB ストレージが含まれている場合、データブローカーは任意の場所に配置できます。

サポートされている Azure リージョン

中国、米国政府、米国国防総省を除くすべての地域がサポートされます。

Azure BLOB と NFS/SMB を含む関係に必要な接続文字列

Azure BLOB コンテナと NFS サーバまたは SMB サーバ間の同期関係を作成する場合は、ストレージアカウ
ント接続文字列を使用してクラウド同期を提供する必要があります。
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をクリックすることで使用できます。"]

2 つの Azure Blob コンテナ間でデータを同期する場合は、接続文字列にを含める必要があります "共有アクセ
スシグニチャ" （ SAS ）。BLOB コンテナと NFS サーバまたは SMB サーバの間で同期する場合は、 SAS を
使用することもできます。

SA は、 BLOB サービスとすべてのリソースタイプ（サービス、コンテナ、オブジェクト）へのアクセスを許
可する必要があります。SAS には、次の権限も含まれている必要があります。

• ソース BLOB コンテナの場合： read および list

• ターゲット BLOB コンテナの場合：読み取り、書き込み、一覧表示、追加、作成
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Azure NetApp Files の要件

Azure NetApp Files との間でデータを同期する場合は、 Premium または Ultra サービスレベルを使用しま
す。ディスクのサービスレベルが Standard の場合は、エラーやパフォーマンスの問題が発生することがあり
ます。

適切なサービスレベルの決定に支援が必要な場合は、ソリューションアーキテクトに相談して
ください。取得できるスループットはボリュームサイズとボリューム階層によって決まりま
す。

"Azure NetApp Files のサービスレベルとスループットの詳細については、こちらをご覧ください"。

Google クラウドストレージバケットの要件

Google クラウドストレージバケットが次の要件を満たしていることを確認します。

Google クラウドストレージでサポートされるデータブローカーの場所

Google クラウドストレージを含む同期関係では、 GCP または社内にデータブローカーを導入する必要があ
ります。Cloud Sync では、同期関係を作成する際に、データブローカーのインストールプロセスをガイドし
ます。
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• "GCP データブローカーの導入方法について説明します"

• "Linux ホストにデータブローカーをインストールする方法について説明します"

サポートされる GCP リージョン

すべてのリージョンがサポートされています。

NFS サーバの要件

• NFS サーバには、 NetApp システムまたは NetApp 以外のシステムを使用できます。

• ファイルサーバは、データブローカーホストがエクスポートにアクセスできるようにする必要がありま
す。

• NFS バージョン 3 、 4.0 、 4.1 、 4.2 がサポートされています。

サーバで目的のバージョンが有効になっている必要があります。

• ONTAP システムから NFS データを同期する場合は、 SVM の NFS エクスポートリストへのアクセスが
有効になっていることを確認します（ vserver nfs modify -vserver _svm_name _showmount enabled ）。

ONTAP 9.2 以降では、 showmount のデフォルト設定は _enabled_starting です。

ONTAP S3 ストレージの要件

ONTAP 9.7 では、 Amazon Simple Storage Service （ Amazon S3 ）がパブリックプレビューとしてサポート
されます。 "Amazon S3 に対する ONTAP のサポートの詳細については、こちらをご覧ください"。

ONTAP S3 ストレージを含む同期関係を設定する際には、次の情報を指定する必要があります。

• ONTAP に接続されている LIF の IP アドレス S3

• ONTAP が設定されているアクセスキーとシークレットキー を使用してください

SMB サーバの要件

• SMB サーバは、 NetApp システムまたは他社製システムのいずれかです。

• ファイルサーバは、データブローカーホストがエクスポートにアクセスできるようにする必要がありま
す。

• SMB バージョン 1.0 、 2.0 、 2.1 、 3.0 、および 3.11 がサポートされます。

• 「フルコントロール」権限を持つ「管理者」グループにソースフォルダとターゲットフォルダを付与しま
す。

この権限を付与しないと、データブローカーにファイルまたはディレクトリの ACL を取得するための十
分な権限がない可能性があります。この場合、 "getxattr error 95" というエラーが表示されます。

非表示のディレクトリとファイルに関する SMB の制限

SMB の制限は、 SMB サーバ間でデータを同期する際に非表示のディレクトリとファイルに影響します。ソ
ース SMB サーバ上のディレクトリまたはファイルが Windows で非表示になっていた場合、非表示属性はタ
ーゲット SMB サーバにコピーされません。
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大文字と小文字の区別がないため、 SMB 同期の動作が制限されます

SMB プロトコルでは大文字と小文字が区別されないため、大文字と小文字は同じものとして扱われます。こ
の動作により、ターゲットに SMB サーバとデータがすでに存在する同期関係では、ファイルが上書きされ、
ディレクトリのコピーでエラーが発生する可能性があります。

たとえば、ソースに「 A 」という名前のファイルがあり、ターゲットに「 A 」という名前のファイルがある
とします。Cloud Sync が「 A 」という名前のファイルをターゲットにコピーすると、ファイル「 A 」はソー
スからファイル「 A 」で上書きされます。

ディレクトリの場合は、ソースに「 b 」という名前のディレクトリがあり、ターゲットに「 B 」という名前
のディレクトリがあるとします。Cloud Sync が「 b 」という名前のディレクトリをターゲットにコピーしよ
うとすると、 Cloud Sync には、そのディレクトリがすでに存在することを示すエラーが表示されます。その
結果、 Cloud Sync は常に「 B 」という名前のディレクトリをコピーできません。

この制限を回避する最善の方法は、空のディレクトリにデータを確実に同期させることです。

SnapMirror デスティネーションの権限

同期関係のソースが SnapMirror デスティネーション（読み取り専用）の場合、「読み取り / リスト」権限で
ソースからターゲットにデータを同期できます。

Cloud Sync のネットワークの概要

クラウド同期のためのネットワーキングには、データブローカーとソースおよびターゲ
ットの場所との間の接続、およびデータブローカーからのポート 443 経由のアウトバウ
ンドインターネット接続が含まれます。

データブローカーの場所

データブローカーは、クラウドまたはオンプレミスにインストールできます。

クラウド内のデータブローカー

次の図は、 AWS 、 GCP 、 Azure のいずれかでクラウドで実行されているデータブローカーを示していま
す。データブローカーへの接続が確立されていれば、ソースとターゲットはどの場所にも存在できます。たと
えば、データセンターからクラウドプロバイダーへの VPN 接続があるとします。

Cloud Sync は、 AWS 、 Azure 、または GCP にデータブローカーを導入すると、必要なアウ
トバウンド通信を可能にするセキュリティグループを作成します。
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社内のデータブローカー

次の図は、データセンターでオンプレミスで実行されているデータブローカーを示しています。この場合も、
データブローカーに接続が確立されていれば、ソースとターゲットはどの場所にも存在できます。
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ネットワーク要件

• ソースとターゲットは、データブローカーにネットワーク接続されている必要があります。

たとえば、 NFS サーバがデータセンターにあり、データブローカーが AWS にある場合、ネットワークか
ら VPC へのネットワーク接続（ VPN または直接接続）が必要です。

• データブローカーは、アウトバウンドインターネット接続を必要としているため、クラウド同期サービス
にポート 443 経由のタスクをポーリングできます。

• ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サービスを使用するように、ソース、ターゲット、およびデー
タブローカーを設定することを推奨します。3 つのコンポーネント間の時間差は 5 分を超えないようにし
てください。

ネットワークエンドポイント

ネットアップのデータブローカーは、 Cloud Sync サービスと通信したり、他のいくつかのサービスやリポジ
トリと通信したりするために、ポート 443 を介したアウトバウンドインターネットアクセスを必要としま
す。ローカル Web ブラウザでは、特定の操作を実行するためにエンドポイントへのアクセスも必要です。発
信接続を制限する必要がある場合は、発信トラフィック用にファイアウォールを設定する際に、次のエンドポ
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イントのリストを参照してください。

データブローカーエンドポイント

データブローカーは、次のエンドポイントに接続します。

エンドポイント 目的

olcentgbl.trafficmanager.net:443 データブローカーホストの CentOS パッケージを更新するために
リポジトリに接続します。このエンドポイントは、 CentOS ホス
トにデータブローカーを手動でインストールした場合にのみ接続
されます。

rpm.nodesource.com:443

registry.npmjs.org:443 nodejs.org:443
node.js 、 NPM 、および開発に使用されているその他のサードパ
ーティパッケージを更新するためのリポジトリに問い合わせま
す。

tgz.pm2.io ： 443 PM2 を更新するためのリポジトリにアクセスするには、クラウド
の同期を監視するために使用されるサードパーティパッケージで
す。

sqs.us-east-1.amazonaws.com:443

kinesis.us-east-1.amazonaws.com:443
Cloud Sync が処理に使用する AWS サービスに連絡する（ファイ
ルのキューイング、アクションの登録、データブローカーへの更
新の配信）。

s3.region.amazonaws.com:443 の例：
s3.us-east-

2.amazonaws.com:443https://docs.aws.

amazon.com/general/latest/gr/rande.html

#s3_region["S3 エンドポイントの一覧に
ついては、 AWS のドキュメントを参照
してください"^]

同期関係に S3 バケットが含まれている場合に Amazon S3 に連絡
する。

cf.cloudsync.netapp.com:443

repo.cloudsync.netapp.com:443
Cloud Sync サービスに連絡します。

support.netapp.com ： 443 同期関係に BYOL ライセンスを使用する場合は、ネットアップの
サポートにお問い合わせください。

fedoraproject.org:443 インストールおよび更新中にデータブローカー仮想マシンに 7z を
インストールするには、AutoSupport メッセージをネットアップテ
クニカルサポートに送信するには 7z が必要です。

Web ブラウザエンドポイント

トラブルシューティングの目的でログをダウンロードするには、 Web ブラウザから次のエンドポイントにア
クセスする必要があります。

logs.cloudsync.netapp.com:443

データブローカーのインストール方法

AWS にデータブローカーをインストールする

同期関係を作成する場合は、 AWS データブローカーオプションを選択して、 VPC 内の
新しい EC2 インスタンスにデータブローカーソフトウェアを展開します。Cloud Sync
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ではインストールプロセスがガイドされますが、インストールの準備に役立つように、
このページの要件と手順が繰り返されています。

また、クラウド内または社内の既存の Linux ホストにデータブローカーをインストールすることもできます。
"詳細はこちら。"。

サポートされている AWS リージョン

中国と GovCloud （米国）以外のすべての地域がサポートされています。

ネットワーク要件

• データブローカーは、アウトバウンドインターネット接続を必要としているため、クラウド同期サービス
にポート 443 経由のタスクをポーリングできます。

Cloud Sync は、 AWS にデータブローカーを導入すると、必要なアウトバウンド通信を有効にするセキュ
リティグループを作成します。インストールプロセス中にプロキシサーバーを使用するようにデータブロ
ーカーを設定できます。

アウトバウンド接続を制限する必要がある場合は、を参照してください "データブローカーが連絡するエ
ンドポイントのリスト"。

• ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サービスを使用するように、ソース、ターゲット、およびデー
タブローカーを設定することを推奨します。3 つのコンポーネント間の時間差は 5 分を超えないようにし
てください。

AWS にデータブローカーを展開するために必要な権限

の導入に使用する AWS ユーザアカウント データブローカーの権限は、に含まれている必要があります "ネッ
トアップが提供するポリシーです"。

[IAM ] AWSデータブローカーで独自のIAMロールを使用する必要があります

Cloud Sync は、データブローカーを導入するときに、データブローカーインスタンスの IAM ロールを作成し
ます。必要に応じて、独自の IAM ロールを使用してデータブローカーを展開できます。組織に厳密なセキュ
リティポリシーがある場合は、このオプションを使用できます。

IAM ロールは、次の要件を満たす必要があります。

• EC2 サービスは、 IAM の役割を信頼できるエンティティとして引き受けることを許可されている必要が
あります。

• "この JSON ファイルで定義されている権限" データブローカーが正しく機能するように、 IAM ロールに
関連付ける必要があります。

データブローカーを導入する際に IAM ロールを指定するには、次の手順に従います。

データブローカーのインストール

同期関係を作成するときに、 AWS にデータブローカーをインストールできます。

手順

1. [ 新しい同期の作成 *] をクリックします。
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2. [ 同期関係の定義 *] ページで、ソースとターゲットを選択し、 [ 続行 *] をクリックします。

「 * データブローカー * 」ページが表示されるまで、手順を完了します。

3. [ * データブローカー * ] ページで、 [ * データブローカーの作成 * ] をクリックし、 [ * Amazon Web

Services * ] を選択します。

データブローカーがすでにある場合は、をクリックする必要があります  最初にアイコンをクリック
します

4. データブローカーの名前を入力し、 [* 続行 ] をクリックします。

5. AWS でデータブローカーを作成するために、 Cloud Sync アクセスキーを入力します。

キーは保存されず、他の目的に使用されることもありません。

アクセスキーを指定しない場合は、ページの下部にあるリンクをクリックして CloudFormation テンプレ
ートを使用します。このオプションを使用する場合は、 AWS に直接ログインするため、クレデンシャル
を指定する必要はありません。

 CloudFormation テンプレートを使用してデータブローカーインスタンスを起動する方法を紹介したビ
デオを次に示します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_cloud_sync.mp4 (video)

6. AWS アクセスキーを入力した場合は、インスタンスの場所を選択し、キーペアを選択し、パブリック IP

アドレスを有効にするかどうかを選択します。既存の IAM ロールを選択した場合は、 Cloud Sync によっ
てロールが作成されるようにこのフィールドを空白のままにします。

独自の IAM ロールを選択した場合は、 必要な権限を指定する必要があります。
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7. データブローカーが利用可能になったら、 Cloud Sync で [* 続行 ] をクリックします。

次の図は、 AWS に正常に導入されたインスタンスを示しています。

8. ウィザードのページに入力して、新しい同期関係を作成します。

結果

AWS にデータブローカーを導入し、新しい同期関係を作成しました。このデータブローカーは、追加の同期
関係とともに使用できます。

Azure へのデータブローカーのインストール

同期関係を作成する場合は、 Azure データブローカーオプションを選択して、 VNet の
新しい仮想マシンにデータブローカーソフトウェアを導入します。Cloud Sync ではイン
ストールプロセスがガイドされますが、インストールの準備に役立つように、このペー
ジの要件と手順が繰り返されています。

また、クラウド内または社内の既存の Linux ホストにデータブローカーをインストールすることもできます。
"詳細はこちら。"。
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サポートされている Azure リージョン

中国、米国政府、米国国防総省を除くすべての地域がサポートされます。

ネットワーク要件

• データブローカーは、アウトバウンドインターネット接続を必要としているため、クラウド同期サービス
にポート 443 経由のタスクをポーリングできます。

Cloud Sync は、データブローカーを Azure に導入するときに、必要なアウトバウンド通信を有効にする
セキュリティグループを作成します。

アウトバウンド接続を制限する必要がある場合は、を参照してください "データブローカーが連絡するエ
ンドポイントのリスト"。

• ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サービスを使用するように、ソース、ターゲット、およびデー
タブローカーを設定することを推奨します。3 つのコンポーネント間の時間差は 5 分を超えないようにし
てください。

認証方式

データブローカーを導入する際には、認証方式として、パスワードまたは SSH 公開鍵ペアを選択する必要が
あります。

キー・ペアの作成方法については、を参照してください "Azure のドキュメント：「 Create and use an SSH

public-private key pair for Linux VMs in Azure"。

データブローカーのインストール

同期関係を作成するときに、 Azure にデータブローカーをインストールできます。

手順

1. [ 新しい同期の作成 *] をクリックします。

2. [ 同期関係の定義 *] ページで、ソースとターゲットを選択し、 [ 続行 *] をクリックします。

ページを完了して、「 * データブローカー * 」ページを表示します。

3. [ * データブローカー * ] ページで、 [ * データブローカーの作成 * ] をクリックし、 [Microsoft Azure* ] を
選択します。

データブローカーがすでにある場合は、をクリックする必要があります  最初にアイコンをクリック
します
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4. データブローカーの名前を入力し、 [* 続行 ] をクリックします。

5. プロンプトが表示されたら、 Microsoft アカウントにログインします。プロンプトが表示されない場合
は、 * 「 * Azure へのログイン * 」をクリックします。

このフォームは、 Microsoft が所有およびホストしています。クレデンシャルがネットアップに提供され
ていません。

6. データブローカーの場所を選択し、仮想マシンに関する基本的な詳細を入力します。

7. [* Continue （続行） ] をクリックし、展開が完了するまでページを開いたままにします。

この処理には最大 7 分かかることがあります。

8. Cloud Sync で、データブローカーが利用可能になったら、 [* 続行 ] をクリックします。

9. ウィザードのページに入力して、新しい同期関係を作成します。
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結果

Azure にデータブローカーを導入し、新しい同期関係を作成しました。このデータブローカーは、追加の同期
関係とともに使用できます。

管理者の同意が必要なことを示すメッセージを受信しますか？

Cloud Sync で組織内のリソースに代理でアクセスする権限が必要であるために管理者の承認が必要で
あることが通知された場合は、次の 2 つのオプションがあります。

1. AD 管理者に次の権限を提供するよう依頼します。

Azure では、 [ 管理センター ] > [Azure AD] > [ ユーザーとグループ ] > [ ユーザー設定 * ] の順に選
択し、 * ユーザーが代わりに会社のデータにアクセスするアプリに同意できるようにします。 *

2. 次の URL を使用して、 * CloudSync-AzureDataBrokerCreator* に代わって、 AD 管理者に同意する
よう依頼してください（これは管理者同意エンドポイントです）。

\ https://login.microsoftonline.com/{FILL テナント ID }/v2.0/adminconCILINE?client_id=8ee4ca3A-

BAFA-4831-97cc-5a38923cab85 &

redirect_uri=https://cloudsync.netapp.com&scope=https://management.azure.com/user_impersonati

onhttps://graph.microsoft.com/User.Read に移動します

URL に示されているように、アプリケーションの URL は https://cloudsync.netapp.com で、アプリ
ケーションのクライアント ID は 8ee4ca3a-BAFA-4831-97cc-5a38923cab85 です。

Google Cloud Platform にデータブローカーをインストールする

同期関係を作成する場合は、 GCP データブローカーオプションを選択して、 vPC 内の
新しい仮想マシンインスタンスにデータブローカーソフトウェアを展開します。Cloud

Sync ではインストールプロセスがガイドされますが、インストールの準備に役立つよう
に、このページの要件と手順が繰り返されています。

また、クラウド内または社内の既存の Linux ホストにデータブローカーをインストールすることもできます。
"詳細はこちら。"。

サポートされる GCP リージョン

すべてのリージョンがサポートされています。

ネットワーク要件

• データブローカーは、アウトバウンドインターネット接続を必要としているため、クラウド同期サービス
にポート 443 経由のタスクをポーリングできます。

Cloud Sync は、 GCP にデータブローカーを導入すると、必要なアウトバウンド通信を可能にするセキュ
リティグループを作成します。

アウトバウンド接続を制限する必要がある場合は、を参照してください "データブローカーが連絡するエ
ンドポイントのリスト"。
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• ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サービスを使用するように、ソース、ターゲット、およびデー
タブローカーを設定することを推奨します。3 つのコンポーネント間の時間差は 5 分を超えないようにし
てください。

GCP にデータブローカーを導入するために必要な権限

データブローカーを導入する GCP ユーザに次の権限があることを確認します。

- compute.networks.list

- compute.regions.list

- deploymentmanager.deployments.create

- deploymentmanager.deployments.delete

- deploymentmanager.operations.get

- iam.serviceAccounts.list

サービスアカウントに必要な権限

データブローカーを導入する場合、次の権限を持つサービスアカウントを選択する必要があります。

- logging.logEntries.create

- resourcemanager.projects.get

- storage.buckets.get

- storage.buckets.list

- storage.objects.*

データブローカーのインストール

同期関係を作成するときに、データブローカーを GCP にインストールできます。

手順

1. [ 新しい同期の作成 *] をクリックします。

2. [ 同期関係の定義 *] ページで、ソースとターゲットを選択し、 [ 続行 *] をクリックします。

「 * データブローカー * 」ページが表示されるまで、手順を完了します。

3. [ * データブローカー * ] ページで、 [ * データブローカーの作成 * ] をクリックし、 [* Google Cloud

Platform* ] を選択します。

データブローカーがすでにある場合は、をクリックする必要があります  最初にアイコンをクリック
します
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4. データブローカーの名前を入力し、 [* 続行 ] をクリックします。

5. メッセージが表示されたら、 Google アカウントでログインします。

このフォームは Google が所有およびホストしています。クレデンシャルがネットアップに提供されてい
ません。

6. プロジェクトとサービスアカウントを選択し、データブローカーの場所を選択します。

7. データブローカーが利用可能になったら、 Cloud Sync で [* 続行 ] をクリックします。

このインスタンスの導入には、約 5 ～ 10 分かかります。Cloud Sync サービスから進捗状況を監視できま
す。このサービスは、インスタンスが使用可能になると自動的に更新されます。

8. ウィザードのページに入力して、新しい同期関係を作成します。

結果

GCP にデータブローカーを導入し、新しい同期関係を作成しておきます。このデータブローカーは、追加の
同期関係とともに使用できます。
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Linux ホストへのデータブローカーのインストール

同期関係を作成する場合は、オンプレミスのデータブローカーオプションを選択して、
オンプレミスの Linux ホストまたはクラウド内の既存の Linux ホストにデータブローカ
ーソフトウェアをインストールします。Cloud Sync ではインストールプロセスがガイド
されますが、インストールの準備に役立つように、このページの要件と手順が繰り返さ
れています。

Linux ホストの要件

• * オペレーティング・システム * ：

◦ CentOS 7.0 、 7.7 、および 8.0

◦ Red Hat Enterprise Linux 7.7 および 8.0

◦ Ubuntu Server 18.04 LTS の場合は

◦ SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

コマンド 'yum update all' は ' データ・ブローカをインストールする前に ' ホスト上で実行する必要が
あります

Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登
録されていない場合、システムはインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートす
るためのリポジトリにアクセスできません。

• * RAM * ： 16GB

• * CPU * ： 4 コア

• * 空きディスク容量 * ： 10 GB

• * SELinux * ：無効にすることをお勧めします "SELinux" ホスト。

SELinux では、データブローカーソフトウェアの更新をブロックし、通常運用に必要なエンドポイントに
データブローカーがアクセスできないようにするポリシーが適用されます。

• * OpenSSL * ： Linux ホストに OpenSSL がインストールされている必要があります。

ネットワーク要件

• Linux ホストは、ソースとターゲットに接続されている必要があります。

• ファイルサーバが Linux ホストにエクスポートへのアクセスを許可している必要があります。

• AWS へのアウトバウンドトラフィック（データブローカーは常に Amazon SQS サービスと通信）を処理
するために、 Linux ホストでポート 443 が開いている必要があります。

• ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サービスを使用するように、ソース、ターゲット、およびデー
タブローカーを設定することを推奨します。3 つのコンポーネント間の時間差は 5 分を超えないようにし
てください。

AWS へのアクセスを有効化

S3 バケットを含む同期関係でデータブローカーを使用する場合は、 Linux ホストで AWS にアクセスする準
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備をしておく必要があります。データブローカーをインストールする際、プログラム経由のアクセス権と特定
の権限を持つ AWS ユーザに対して AWS キーを提供する必要があります。

手順

1. を使用して、 IAM ポリシーを作成します "ネットアップが提供するポリシーです"。 "AWS の手順を表示
します。"。

2. プログラムによるアクセス権を持つ IAM ユーザを作成します。 "AWS の手順を表示します。"。

データブローカーソフトウェアをインストールするときに AWS キーを指定する必要があるため、必ず
AWS キーをコピーしてください。

Google Cloud へのアクセスを有効にします

Google Cloud Storage バケットを含む同期関係でデータブローカーを使用する場合は、 Linux ホストで GCP

アクセスを準備しておく必要があります。データブローカーをインストールする場合、特定の権限を持つサー
ビスアカウントにキーを提供する必要があります。

手順

1. まだ Storage Admin の権限がない GCP サービスアカウントを作成します。

2. JSON 形式で保存されたサービスアカウントキーを作成します。 "GCP の手順を表示します。"。

このファイルには、少なくとも「 project_id 」、「 private_key 」、および「 client_email 」というプロ
パティを含める必要があります。

キーを作成すると、ファイルが生成され、マシンにダウンロードされます。

3. JSON ファイルを Linux ホストに保存します。

Microsoft Azure へのアクセスを有効にしています

Azure へのアクセスは、関係ごとに定義されます。そのためには、同期関係ウィザードでストレージアカウン
トと接続文字列を指定します。

データブローカーのインストール

同期関係を作成するときに、 Linux ホストにデータブローカーをインストールできます。

手順

1. [ 新しい同期の作成 *] をクリックします。

2. [ 同期関係の定義 *] ページで、ソースとターゲットを選択し、 [ 続行 *] をクリックします。

「 * データブローカー * 」ページが表示されるまで、手順を完了します。

3. [ * データブローカー * ] ページで、 [ * データブローカーの作成 * ] をクリックし、 [ * オンプレミスのデー
タブローカー * ] を選択します。

データブローカーがすでにある場合は、をクリックする必要があります  最初にアイコンをクリック
します
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このオプションには「 * _ オンプレミス _ データブローカー * 」というラベルが付けられて
いますが、オンプレミスまたはクラウド上の Linux ホストにも該当します。

4. データブローカーの名前を入力し、 [* 続行 ] をクリックします。

手順ページがすぐにロードされます。これらの手順に従う必要があります。インストーラをダウンロード
するための固有のリンクが含まれています。

5. 手順ページで次の手順を実行します。

a. 「 * AWS * 」、「 * Google Cloud * 」、またはその両方へのアクセスを有効にするかどうかを選択し
ます。

b. インストールオプションとして、 * プロキシなし * 、 * プロキシサーバーを使用 * 、または * 認証付
きプロキシサーバーを使用 * を選択します。

c. データブローカーをダウンロードしてインストールするには、コマンドを使用します。

次の手順では、使用可能な各インストールオプションの詳細を示します。インストールオプションに
基づいて正確なコマンドを取得するには、手順ページを参照してください。

d. インストーラをダウンロードします。

▪ プロキシなし：

curl <uri>-o data_broker_installer.sh

▪ プロキシサーバを使用：

curl <uri>-o data_broker_installer.sh -x <proxy_host>: <proxy_port>`

▪ プロキシサーバで認証を使用する：

curl <uri>-o data_broker_installer.sh -x

<proxy_username>:<proxy_password>@<proxy_host>:<proxy_port>`

URI

Cloud Sync の指示ページにインストールファイルの URI が表示され、オンプレミスのデータ
ブローカーを導入するプロンプトに従ってロードされます。この URI はリンクが動的に生成さ
れ、 1 回しか使用できないため、ここでは繰り返し使用されません。 Cloud Sync から URI を
取得するには、次の手順を実行します。。
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e. スーパーユーザーに切り替え、インストーラを実行可能にしてソフトウェアをインストールします。

以下に示す各コマンドには、 AWS アクセスと GCP アクセスのパラメータが含まれて
います。インストールオプションに基づいて正確なコマンドを取得するには、手順ペー
ジを参照してください。

▪ プロキシ構成なし：

「 sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh 」 / data_broker_installer.sh - A <AWS_access_key>

-s <AWS_secret_key> -g <absolute_path-to-the _json ファイル >`

▪ プロキシ設定：

「 sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh 」 / data_broker_installer.sh - A <AWS_access_key>

-s <AWS_secret_key> -g <absolute_path-to-the _json ファイル > -h <proxy_host> -p

<proxy_port>`

▪ 認証を使用したプロキシ設定：

「 sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh 」 / data_broker_installer.sh - A <AWS_access_key>

-s <AWS_secret_key> -g <absolute_path-to-the _json _file> -h <proxy_host> -p <proxy_port> -u

<proxy_username> -w <proxy_password>

AWS キー

これらはユーザに適切なキーです 準備しておきます 次の手順を実行します。AWS のキーはデ
ータブローカーに格納され、オンプレミスネットワークやクラウドネットワークで実行されま
す。ネットアップでは、データブローカー以外でキーを使用していません。

JSON ファイル

この JSON ファイルにサービスアカウントが含まれています 準備しておく必要があるキー 次
の手順を実行します。

6. データブローカーが利用可能になったら、 Cloud Sync で [* 続行 ] をクリックします。

7. ウィザードのページに入力して、新しい同期関係を作成します。

同期関係を作成する

同期関係を作成すると、 Cloud Sync サービスはソースからターゲットにファイルをコ
ピーします。最初のコピーの後、変更されたデータは 24 時間ごとに同期されます。

以下の手順は、 NFS サーバから S3 バケットへの同期関係を設定する方法の例を示しています。

手順

1. Cloud Manager で、 * Sync * をクリックします。

2. [ 同期関係の定義 *] ページで、ソースとターゲットを選択します。

次の手順では、 NFS サーバから S3 バケットへの同期関係を作成する方法の例を示します。
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3. NFS Server * ページで、 AWS と同期する NFS サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力し
ます。

4. [* データブローカー * ] ページで、プロンプトに従って AWS 、 Azure 、または Google Cloud Platform に
データブローカー仮想マシンを作成するか、データブローカーソフトウェアを既存の Linux ホストにイン
ストールします。

詳細については、次のページを参照してください。

◦ "AWS にデータブローカーをインストールする"

◦ "Azure へのデータブローカーのインストール"

◦ "GCP へのデータブローカーのインストール"

◦ "Linux ホストへのデータブローカーのインストール"

5. データブローカーをインストールしたら、 [* 続行 ] をクリックします。

次の図は、 AWS に正常に展開されたデータブローカーを示しています。

6.  [Directories ] ページで、最上位のディレクトリまたはサブディレクトリを選択します。

Cloud Sync がエクスポートを取得できない場合は、 * エクスポートを手動で追加 * をクリックし、 NFS

エクスポートの名前を入力します。

NFS サーバ上の複数のディレクトリを同期する場合は、同期関係を作成してから同期関係
を作成する必要があります。

7. 「 * AWS S3 Bucket * 」ページで、バケットを選択します。
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◦ ドリルダウンして、バケット内の既存のフォルダを選択するか、バケット内に作成した新しいフォル
ダを選択します。

◦ リストに追加 * をクリックして、 AWS アカウントに関連付けられていない S3 バケットを選択しま
す。 "S3 バケットには特定の権限を適用する必要があります。"。

8. [* Bucket Setup* ] ページで、バケットを設定します。

◦ S3 バケットの暗号化を有効にするかどうかを選択し、 AWS KMS キーの ARN を入力するか、 AES-

256 暗号化を選択します。

◦ S3 ストレージクラスを選択します。 "サポートされているストレージクラスを表示します。"。

9. [ * 設定 * ] ページで、ソースファイルとフォルダーをターゲットの場所で同期および維持する方法を定義
します。

スケジュール

以降の同期に対して繰り返し実行するスケジュールを選択するか、同期スケジュールをオフにしま
す。データを 1 分ごとに同期するように関係をスケジュールできます。

再試行

ファイルをスキップする前に Cloud Sync がファイルの同期を再試行する回数を定義します。

最近変更されたファイル

スケジュールされた同期よりも前に最近変更されたファイルを除外するように選択します。

ソース上のファイルを削除します

Cloud Sync によってファイルがターゲットの場所にコピーされた後、ソースの場所からファイルを削
除することを選択します。このオプションには、コピー後にソースファイルが削除されるため、デー
タ損失のリスクも含まれます。

このオプションを有効にする場合は、データブローカーで local.json ファイルのパラメータも変更する
必要があります。ファイルを開き、 workers.transferrer.delete-on-source という名前のパラメータを *
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true * に変更します。

ターゲット上のファイルを削除します

ソースからファイルが削除された場合は、ターゲットの場所からファイルを削除することを選択しま
す。デフォルトでは、ターゲットの場所からファイルが削除されることはありません。

オブジェクトのタグ付け

AWS S3 が同期関係のターゲットである場合、 Cloud Sync は、同期操作に関連するメタデータを使用
して S3 オブジェクトにタグ付けします。環境で S3 オブジェクトのタグ付けが不要な場合は、タグを
無効にできます。タグ付けを無効にしても、 Cloud Sync には影響はありません。 Cloud Sync は同期
メタデータを別の方法で保存します。

ファイルの種類

各同期に含めるファイルタイプ（ファイル、ディレクトリ、シンボリックリンク）を定義します。

ファイル拡張子を除外します

ファイル拡張子を入力し、 * Enter * キーを押して、同期から除外するファイル拡張子を指定します。
たとえば、「 LOG_OR.log_ 」と入力すると、 *.log ファイルが除外されます。複数の拡張子に区切り
文字は必要ありません。次のビデオでは、簡単なデモを紹介しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_file_extensions.mp4 (video)

ファイルサイズ

サイズに関係なくすべてのファイルを同期するか、特定のサイズ範囲のファイルのみを同期するかを
選択します。

変更日

最後に変更した日付、特定の日付以降に変更されたファイル、特定の日付より前、または期間に関係
なく、すべてのファイルを選択します。

10. [* 関係タグ * （ Relationship Tags * ） ] ページで、最大 9 つの関係タグを入力し、 [ * 続行 * （ Continue *

） ] をクリックします。

Cloud Sync サービスは、 S3 バケットに同期する各オブジェクトにタグを割り当てます。

11. 同期関係の詳細を確認し、 * 関係の作成 * をクリックします。

◦ 結果 *

クラウドの同期は、ソースとターゲットの間でデータの同期を開始します。

無料トライアルの終了後に同期関係の料金を支払う

14 日間の無料トライアル終了後に、同期関係の料金を支払う方法は 2 通りあります。最初のオプションは、
AWS または Azure から従量課金制または年払いのいずれかを購読することです。2 つ目の選択肢は、ネット
アップから直接ライセンスを購入することです。

AWS または Azure サブスクリプションを使用して、ネットアップのライセンスを使用できます。たとえば、
25 の同期関係がある場合は、ライセンスを使用して最初の 20 の同期関係に料金を支払い、残りの 5 つの同
期関係を持つ AWS または Azure から従量課金制で支払うことができます。

"ライセンスの仕組みについては、こちらをご覧ください。"。
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無料トライアルの終了後すぐに支払いをしない場合はどうすればよいですか？

追加の関係を作成することはできません。既存の関係は削除されませんが、ライセンスを登録または入
力するまでは変更を加えることはできません。

[AWS] AWSからサブスクライブしています

AWS を使用すると、従量課金制または年払いが可能です。

従量課金制の手順

1. [ 同期 ] 、 [ ライセンス ] の順にクリックします。

2. 「 * AWS * 」を選択します

3. [Subscribe] をクリックし、 [* Continue *] をクリックします。

4. AWS Marketplace から登録し、 Cloud Sync サービスに再度ログインして登録を完了します。

次のビデオは、プロセスを示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_cloud_sync_registering.mp4 (video)

年間の支払い手順

1. "AWS Marketplace ページに移動します。"。

2. [* 購読の続行 *] をクリックします。

3. 契約オプションを選択し、 * 契約の作成 * をクリックします。

 Azureから購読しています

Azure では、従量課金制または年間の支払いが可能です。

必要なもの

関連するサブスクリプションの投稿者または所有者権限を持つ Azure ユーザーアカウント。

手順

1. [ 同期 ] 、 [ ライセンス ] の順にクリックします。

2. 「 * Azure * 」を選択します。

3. [Subscribe] をクリックし、 [* Continue *] をクリックします。

4. Azure ポータルで、 * 作成 * をクリックし、オプションを選択して * サブスクライブ * をクリックしま
す。

「毎月 * 」を選択すると、時間単位で支払います。または、「毎年」を選択すると、前払いした 1 年分の
料金が支払われます。

5. 展開が完了したら、通知ポップアップで SaaS リソースの名前をクリックします。

6. 「アカウントの設定」をクリックして Cloud Sync に戻ります。
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次のビデオは、プロセスを示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_cloud_sync_registering_azure.mp4 (video)

ネットアップからライセンスを購入してCloud Sync に追加する

同期関係の料金を事前に支払うには、 1 つ以上のライセンスを購入して Cloud Sync サービスに追加する必要
があります。

手順

1. mailto ： ng-cloudsync-contact@netapp.com ？ subject= Cloud %20Sync%20Service%20-%20BYOL

%20License%20Purchase%20Request までにライセンスを購入してください。 [Contacting NetApp] 。

2. Cloud Manager で、 * Sync > Licensing * をクリックします。

3. [ ライセンスの追加 ] をクリックして、ライセンスを追加します。

チュートリアル

SMB 共有間での ACL のコピー

Cloud Sync では、ソース SMB 共有とターゲット SMB 共有の間でアクセス制御リスト
（ ACL ）をコピーできます。必要に応じて、 Robocopy を使用して手動で ACL を保存
することができます。

選択肢

• ACL を自動的にコピーするように Cloud Sync を設定します

• ACL を手動でコピーします

SMB サーバ間で ACL をコピーするための Cloud Sync の設定

関係の作成時または関係の作成後に設定を有効にして、 SMB サーバ間の ACL をコピーします。

この機能は、 2020 年 2 月 23 日リリース以降に作成された新しい同期関係で使用できます。この機能をその
日付より前に作成された既存の関係で使用する場合は、関係を再作成する必要があります。

必要なもの

• 2020 年 2 月 23 日リリース以降に作成された新しい同期関係または既存の同期関係。

• あらゆる種類のデータブローカーに対応

この機能は、 _any_type のデータブローカー（ AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform 、オンプレミス
のデータブローカー）と連携します。オンプレミスのデータブローカーを実行できます "サポートされて
いるオペレーティングシステム"。

新しい関係の手順

1. Cloud Sync で、 * 新しい同期を作成 * をクリックします。

2. ソースとターゲットに * SMB サーバー * をドラッグアンドドロップし、 * 続行 * をクリックします。
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3. [* SMB サーバー * ] ページで、次の操作を行います。

a. 新しい SMB サーバーを入力するか、既存のサーバーを選択して、 * 続行 * をクリックします。

b. SMB サーバのクレデンシャルを入力します。

c. [* アクセス制御リストをターゲットにコピーする ] を選択し、 [ 続行 *] をクリックします。

4. 残りのプロンプトに従って、同期関係を作成します。

既存の関係に対する手順

1. 同期関係の上にカーソルを置いて、 [ アクション ] メニューをクリックします。

2. [* 設定 * ] をクリックします。

3. [* アクセス制御リストをターゲットにコピーする *] を選択します。

4. [ 設定の保存 *] をクリックします。

結果

データを同期する場合、 Cloud Sync はソースとターゲットの SMB 共有間の ACL を保持します。

ACL の手動コピー

Windows の Robocopy コマンドを使用すると、 SMB 共有間で ACL を手動で保存できます。

手順

1. 両方の SMB 共有へのフルアクセス権を持つ Windows ホストを特定します。

2. いずれかのエンドポイントで認証が必要な場合は、 * net use * コマンドを使用して Windows ホストから
エンドポイントに接続します。

Robocopy を使用する前に、この手順を実行する必要があります。
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3. Cloud Sync で、ソースとターゲットの SMB 共有間の新しい関係を作成するか、既存の関係を同期しま
す。

4. データの同期が完了したら、 Windows ホストから次のコマンドを実行して、 ACL と所有権を同期しま
す。

robocopy /E /COPY:SOU /secfix [source] [target] /w:0 /r:0 /XD ~snapshots

/UNILOG:”[logfilepath]

UNC 形式を使用して、 source_or_target_ と target の両方を指定する必要があります。たとえば、
\\<server>\<share>\<path> と入力します

転送中のデータ暗号化を使用した NFS データの同期

厳格なセキュリティポリシーを適用している場合は、転送中データの暗号化を使用して NFS データを同期で
きます。この機能は、 NFS サーバから別の NFS サーバ、および Azure NetApp Files から Azure NetApp

Files へサポートされます。

たとえば、異なるネットワークにある 2 つの NFS サーバ間でデータを同期できます。また、サブネットやリ
ージョン間で Azure NetApp Files 上のデータをセキュアに転送しなければならない場合もあります。

データインフライト暗号化の仕組み

データ転送中の暗号化では、 2 つのデータブローカー間でネットワークを介して送信される NFS データが暗
号化されます。次の図は、 2 つの NFS サーバと 2 つのデータブローカーの関係を示しています。

1 つのデータブローカーは、 initiator として機能します。データを同期するときは、接続要求をもう 1 つのデ
ータブローカー（つまり listener_ ）に送信します。そのデータブローカーは、ポート 443 で要求をリスンし
ます。必要に応じて別のポートを使用できますが、そのポートが別のサービスで使用されていないことを確認
してください。

たとえば、オンプレミスの NFS サーバからクラウドベースの NFS サーバにデータを同期する場合、接続要
求を受信するデータブローカーと送信するデータブローカーを選択できます。

転送中の暗号化の仕組みは次のとおりです。

1. 同期関係を作成すると、イニシエータは他のデータブローカーとの暗号化された接続を開始します。

370



2. ソースデータブローカーは、 TLS 1.3 を使用してソースのデータを暗号化します。

3. 次に、ネットワーク経由でデータをターゲットデータブローカーに送信します。

4. ターゲットのデータブローカーは、ターゲットに送信する前にデータを復号化します。

5. 最初のコピーの後、変更されたデータは 24 時間ごとに同期されます。同期するデータがある場合は、イ
ニシエータが他のデータブローカーとの暗号化された接続を開いてプロセスが開始されます。

データをより頻繁に同期する場合は、 "スケジュールは関係の作成後に変更することができます"。

サポートされている NFS のバージョン

• NFS サーバでは、データ転送時の暗号化が NFS バージョン 3 、 4.0 、 4.1 、 4.2 でサポートされていま
す。

• Azure NetApp Files では、 NFS バージョン 3 および 4.1 でデータ転送時の暗号化がサポートされます。

開始するには、何が必要ですか

次のものを用意してください。

• に対応した 2 台の NFS サーバ "移行元と移行先の要件" または、 2 つのサブネットまたはリージョンの
Azure NetApp Files 。

• サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名。

• 2 つのデータブローカーのネットワークロケーション。

既存のデータブローカーを選択できますが、イニシエータとして機能する必要があります。リスナーデー
タブローカーは、 _NET_DATA ブローカである必要があります。

データブローカーをまだ導入していない場合は、データブローカーの要件を確認します。厳格なセキュリ
ティポリシーがあるため、ポート 443 およびからの発信トラフィックを含むネットワーク要件を確認して
ください "インターネットエンドポイント" データブローカーの連絡先。

◦ "AWS のインストールを確認します"

◦ "Azure のインストールを確認します"

◦ "GCP のインストールを確認します"

◦ "Linux ホストのインストールを確認します"

転送中のデータ暗号化を使用した NFS データの同期

2 つの NFS サーバ間または Azure NetApp Files 間で新しい同期関係を作成し、転送中の暗号化オプションを
有効にして、画面の指示に従います。

手順

1. [ 新しい同期の作成 *] をクリックします。

2. NFS サーバ * をソースとターゲットの場所にドラッグアンドドロップするか、 * Azure NetApp Files * を
ソースとターゲットの場所にドラッグアンドドロップして、 * はい * を選択して転送中のデータ暗号化を
有効にします。
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次の図は、 2 つの NFS サーバ間でデータを同期する際に選択する内容を示しています。

次の図は、 Azure NetApp Files 間でデータを同期する際に選択する内容を示しています。

3. プロンプトに従って関係を作成します。

a. * NFS サーバ * / * Azure NetApp Files * ： NFS のバージョンを選択し、新しい NFS ソースを指定す
るか、既存のサーバを選択します。

b. * データブローカー機能の定義 *: ポート上での接続要求に対して ' どのデータ・ブローカ・リスン _

がどのデータ・ブローカ・リスン _ を実行するか ' およびどのデータ・ブローカが接続を開始するか
を定義しますネットワーキング要件に基づいて選択してください。

c. * データブローカー * ：新しいソースデータブローカーを追加するか、既存のデータブローカーを選択
するよう求められます。
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ソースデータブローカーがリスナーとして機能する場合は、新しいデータブローカーである必要があ
ります。

新しいデータブローカーが必要な場合は、インストール手順が表示されます。クラウドにデータブロ
ーカーを導入したり、独自の Linux ホスト用のインストールスクリプトをダウンロードしたりできま
す。

d. * ディレクトリ *: すべてのディレクトリを選択するか、ドリルダウンしてサブディレクトリを選択し
て、同期するディレクトリを選択します。

「 * ソースオブジェクトのフィルター * 」をクリックして、ソースファイルとフォルダーの同期方法
とターゲットの場所での維持方法を定義する設定を変更します。

オプションを選択するオプションを示すスクリーンショット。 "]

e. * ターゲット NFS サーバー */ * ターゲット Azure NetApp Files * ： NFS バージョンを選択し、新しい
NFS ターゲットを入力するか、既存のサーバーを選択します。

f. * ターゲットデータブローカー * ：新しいソースデータブローカーを追加するか、既存のデータブロー
カーを選択するよう求められます。

ターゲットデータブローカーがリスナーとして機能する場合は、新しいデータブローカーである必要
があります。

ターゲットのデータブローカーがリスナーとして機能する場合のプロンプトの例を次に示します。ポ
ートを指定するオプションに注目してください。

373



a. * ターゲットディレクトリ * ：トップレベルのディレクトリを選択するか、ドリルダウンして既存のサ
ブディレクトリを選択するか、エクスポート内に新しいフォルダを作成します。

b. * 設定 * ：ソースファイルとフォルダをターゲットの場所で同期および維持する方法を定義します。

c. * 確認 * ：同期関係の詳細を確認し、 * 関係の作成 * をクリックします。

結果

Cloud Sync が新しい同期関係の作成を開始します。完了したら、 [ ダッシュボードで表示 ] をクリックして、
新しい関係の詳細を表示します。

同期関係の管理

データの即時同期やスケジュールの変更などにより、いつでも同期関係を管理できま
す。
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データの即時同期を実行しています

スケジュールされた次回の同期を待つのではなく、ボタンを押すと、ソースとターゲットの間でデータをすぐ
に同期できます。

手順

1. 同期ダッシュボード * で、同期関係にカーソルを合わせ、操作メニューをクリックします。

2. [ 今すぐ同期 ] をクリックし、 [* 同期 *] をクリックして確定します。

結果

Cloud Sync は、関係のデータ同期プロセスを開始します。

同期パフォーマンスの高速化

リレーションシップにデータブローカーを追加することで、同期リレーションシップのパフォーマンスを向上
させます。追加のデータブローカーには、 _NET_DATA ブローカーを指定する必要があります。

これの仕組み

関係内の既存のデータブローカーが他の同期関係で使用されている場合、 Cloud Sync は自動的に新しいデー
タブローカーをこれらの関係に追加します。

たとえば、次の 3 つの関係があるとします。

• 関係 1 はデータブローカー A を使用します

• Relationship 2 では、データブローカー B が使用されます

• Relationship 3 では、データブローカー A を使用します

リレーションシップ 1 のパフォーマンスを高速化して、そのリレーションシップに新しいデータブローカー
を追加したいと考えています ( データブローカー C) 。データブローカー A はリレーションシップ 3 でも使用
されるため、新しいデータブローカーも自動的にリレーションシップ 3 に追加されます。
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手順

1. 関係にある既存のデータブローカーの少なくとも 1 つがオンラインであることを確認します。

2. 同期関係の上にカーソルを置いて、 [ アクション ] メニューをクリックします。

3. [*Accelerate] をクリックします。

は、マウスポインタで強調表示されます。"]

4. プロンプトに従って、新しいデータブローカーを作成します。

結果

Cloud Sync は、新しいデータブローカーを同期関係に追加します。次のデータ同期のパフォーマンスを高速
化する必要があります。

同期関係の設定を変更する

ソースファイルとフォルダの同期方法とターゲットの場所での保持方法を定義する設定を変更します。

1. 同期関係の上にカーソルを置いて、 [ アクション ] メニューをクリックします。

2. [* 設定 * ] をクリックします。

3. 設定を変更します。
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[ 削除ソース ] 各設定の簡単な説明を次に示します。

スケジュール

以降の同期に対して繰り返し実行するスケジュールを選択するか、同期スケジュールをオフにしま
す。データを 1 分ごとに同期するように関係をスケジュールできます。

再試行

ファイルをスキップする前に Cloud Sync がファイルの同期を再試行する回数を定義します。

最近変更されたファイル

スケジュールされた同期よりも前に最近変更されたファイルを除外するように選択します。

ソース上のファイルを削除します

Cloud Sync によってファイルがターゲットの場所にコピーされた後、ソースの場所からファイルを削
除することを選択します。このオプションには、コピー後にソースファイルが削除されるため、デー
タ損失のリスクも含まれます。

このオプションを有効にする場合は、データブローカーで local.json ファイルのパラメータも変更する
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必要があります。ファイルを開き、 workers.transferrer.delete-on-source という名前のパラメータを *

true * に変更します。

ターゲット上のファイルを削除します

ソースからファイルが削除された場合は、ターゲットの場所からファイルを削除することを選択しま
す。デフォルトでは、ターゲットの場所からファイルが削除されることはありません。

オブジェクトのタグ付け

AWS S3 が同期関係のターゲットである場合、 Cloud Sync は、同期操作に関連するメタデータを使用
して S3 オブジェクトにタグ付けします。環境で S3 オブジェクトのタグ付けが不要な場合は、タグを
無効にできます。タグ付けを無効にしても、 Cloud Sync には影響はありません。 Cloud Sync は同期
メタデータを別の方法で保存します。

ファイルの種類

各同期に含めるファイルタイプ（ファイル、ディレクトリ、シンボリックリンク）を定義します。

ファイル拡張子を除外します

ファイル拡張子を入力し、 * Enter * キーを押して、同期から除外するファイル拡張子を指定します。
たとえば、「 LOG_OR.log_ 」と入力すると、 *.log ファイルが除外されます。複数の拡張子に区切り
文字は必要ありません。次のビデオでは、簡単なデモを紹介しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_file_extensions.mp4 (video)

ファイルサイズ

サイズに関係なくすべてのファイルを同期するか、特定のサイズ範囲のファイルのみを同期するかを
選択します。

変更日

最後に変更した日付、特定の日付以降に変更されたファイル、特定の日付より前、または期間に関係
なく、すべてのファイルを選択します。

アクセス制御リストをターゲットにコピーします

ソースの SMB 共有とターゲットの SMB 共有の間でアクセス制御リスト（ ACL ）をコピーするように
選択します。このオプションを使用できるのは、 2020 年 2 月 23 日リリース以降に作成された同期関
係のみです。

4. [ 設定の保存 *] をクリックします。

結果

Cloud Sync は、新しい設定との同期関係を変更します。

関係の削除

ソースとターゲットの間でデータを同期する必要がなくなった場合は、同期関係を削除できます。このアクシ
ョンでは、データブローカーインスタンスは削除されず、ターゲットからデータは削除されません。

手順

1. 同期関係の上にカーソルを置いて、 [ アクション ] メニューをクリックします。

2. [ 削除 ] をクリックし、もう一度 [ 削除 ] をクリックして確定します。
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結果

Cloud Sync は同期関係を削除します。

クラウド同期 API

Web UI で使用できるクラウド同期機能は、 RESTful API でも使用できます。

はじめに

Cloud Sync APIs を使用するには、ユーザトークンと Cloud Central アカウント ID を取得する必要がありま
す。API 呼び出しを行うときは、トークンとアカウント ID を Authorization ヘッダーに追加する必要がありま
す。

手順

1. NetApp Cloud Central からユーザトークンを取得します。

POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token

Header: Content-Type: application/json

Body:

{

              "username": "<user_email>",

              "scope": "profile",

              "audience": "https://api.cloud.netapp.com",

              "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",

              "grant_type": "password",

              "password": "<user_password>"

}

2. Cloud Central アカウント ID を取得します。

GET https://cloudsync.netapp.com/api/accounts

Headers: Authorization: Bearer <user_token>

Content-Type: application/json

この API は、次のような応答を返します。

[

  {

    "accountId": "account-JeL97Ry3",

    "name": "Test"

  }

]
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3. 各 API 呼び出しの Authorization ヘッダーにユーザトークンとアカウント ID を追加します。

◦ 例 *

次の例は、 Microsoft Azure でデータブローカーを作成するための API 呼び出しを示していま
す。<user_token> と <accountId> は、前の手順で取得したトークンと ID で置き換えます。

POST https://cloudsync.netapp.com/api/data-brokers

Headers: Authorization: Bearer <user_token>

Content-Type: application/json

x-account-id: <accountId>

Body: { "name": "databroker1", "type": "AZURE" }

トークンの有効期限が切れた場合はどうすればよいですか。

NetApp Cloud Central のユーザトークンの有効期限が切れています。トークンを更新するには、手順 1

から API を再度呼び出す必要があります。

API 応答には、トークンの有効期限を示す「 expires_in 」フィールドが含まれています。

API リファレンス

各 Cloud Sync API のドキュメントは、から入手できます "NetApp Cloud Central"。

List API の使用

list API は非同期 API であるため ' 結果はすぐには返されません ( たとえば 'get/data-colders/{id}/list-nfs-

export-folders' と 'get/data-colders/{id}/list-s3-bas' など )サーバからの応答は、 HTTP ステータス 202 だけで
す。実際の結果を得るには 'get/mmessages/client’api を使用する必要があります

手順

1. 使用するリスト API を呼び出します。

2. オペレーションの結果を表示するには 'get/mmessages/client’API を使用します

3. 受信した ID を付加して、同じ API を使用します。「
get\http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>` 」

ID は 'get/mmessages/client’API を呼び出すたびに変更されることに注意してください

◦ 例 *

'list-s3-buckets' API を呼び出すと ' 結果はすぐには返されません
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GET http://cloudsync.netapp.com/api/data-brokers/<data-broker-id>/list-s3-

buckets

Headers: Authorization: Bearer <user_token>

Content-Type: application/json

x-account-id: <accountId>

その結果、 HTTP ステータスコード 202 が生成されます。これは、メッセージが受け入れられたが、まだ処
理されていないことを意味します。

操作の結果を取得するには、次の API を使用する必要があります。

GET http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client

Headers: Authorization: Bearer <user_token>

Content-Type: application/json

x-account-id: <accountId>

結果は、 ID フィールドを含む 1 つのオブジェクトを持つ配列になります。ID フィールドは、サーバが最後に
送信したメッセージを表します。例：

[

    {

        "header": {

            "requestId": "init",

            "clientId": "init",

            "agentId": "init"

        },

        "payload": {

            "init": {}

        },

        "id": "5801"

    }

]

次に、受信した ID を使用して、次の API コールを実行します。

GET http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>

Headers: Authorization: Bearer <user_token>

Content-Type: application/json

x-account-id: <accountId>

結果はメッセージの配列です。各メッセージ内にはペイロードオブジェクトがあります。ペイロードオブジェ
クトは、動作の名前（キー）とその結果（値）で構成されます。例：
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[

    {

        "payload": {

            "list-s3-buckets": [

                {

                    "tags": [

                        {

                            "Value": "100$",

                            "Key": "price"

                        }

                    ],

                    "region": {

                        "displayName": "US West (Oregon)",

                        "name": "us-west-2"

                    },

                    "name": "small"

                }

            ]

        },

        "header": {

            "requestId": "f687ac55-2f0c-40e3-9fa6-57fb8c4094a3",

            "clientId": "5beb032f548e6e35f4ed1ba9",

            "agentId": "5bed61f4489fb04e34a9aac6"

        },

        "id": "5802"

    }

]

Cloud Sync テクニカル FAQ

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

はじめに

次の質問は、クラウド同期の導入に関連しています。

クラウド同期の仕組み

Cloud Sync では、ネットアップデータブローカーソフトウェアを使用して、ソースからターゲット（「
a_sync relationship_ 」）にデータを同期します。

データブローカーは、ソースとターゲット間の同期関係を制御します。同期関係を設定すると、 Cloud Sync

はソースシステムを分析し、選択したターゲットデータにプッシュするために複数のレプリケーションストリ
ームに分割します。

最初のコピーの後、設定したスケジュールに基づいて変更されたデータが同期されます。
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14 日間の無料トライアルはどのように機能しますか？

14 日間の無料トライアルは、 Cloud Sync サービスにサインアップすると開始されます。14 日間にわたって
作成した Cloud Sync 関係については、ネットアップが料金を支払う必要はありません。ただし、展開するデ
ータブローカーのすべてのリソース料金は引き続き適用されます。

クラウド同期のコストはいくらですか。

Cloud Sync の使用に関連するコストには、サービス料金とリソース料金の 2 種類があります。

• サービス料金 *

従量課金制の場合、 Cloud Sync サービス料金は、作成する同期関係の数に基づいて 1 時間ごとに課金されま
す。

• "AWS で従量課金制の価格を確認できます"

• "AWS の年間価格を確認します"

• "Azure で価格を表示します"

Cloud Sync ライセンスは、ネットアップの担当者からも入手できます。各ライセンスでは、 12 カ月間で 20

の同期関係が有効になります。

"ライセンスの詳細については、こちらをご覧ください。"。

• リソース料金 *

リソース料金は、クラウドでデータブローカーを実行するためのコンピューティングコストとストレージコス
トに関連しています。

Cloud Sync の料金はどのように設定されますか

14 日間の無料トライアル終了後に、同期関係の料金を支払う方法は 2 通りあります。最初のオプションは、
AWS または Azure から購読することです。 AWS または Azure を使用すると、従量課金制または年払いが可
能になります。2 つ目の選択肢は、ネットアップから直接ライセンスを購入することです。

クラウドの外部でクラウド同期を使用できますか。

はい。クラウド同期は非クラウドアーキテクチャで使用できます。ソースとターゲットはオンプレミスに配置
できるため、データブローカーも配置できます。

Cloud Sync をクラウドの外部で使用する場合、次の点に注意してください。

• オンプレミス同期の場合、プライベート Amazon S3 バケットを NetApp StorageGRID で利用できます。

• データブローカーは、 Cloud Sync サービスと通信するためにインターネット接続が必要です。

• ネットアップからライセンスを直接購入しない場合は、従量課金制の Cloud Sync サービスを利用する
AWS または Azure のアカウントが必要です。

Cloud Sync へのアクセス方法を教えてください。

Cloud Sync は、 Cloud Manager の * Sync * タブで使用できます。
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サポートされているソースとターゲット

同期関係でサポートされているソースとターゲットに関連する次の質問。

Cloud Sync がサポートするソースとターゲットはどれですか。

クラウド同期では、さまざまな種類の同期関係がサポートされています。 "リスト全体を表示します。"。

クラウド同期でサポートされる NFS と SMB のバージョンを教えてください。

クラウド同期では、 NFS バージョン 3 以降、 SMB バージョン 1 以降がサポートされます。

"同期の要件の詳細については、こちらをご覧ください。"。

Amazon S3 がターゲットである場合、特定の S3 ストレージクラスにデータを階層化できますか。

はい。 AWS S3 がターゲットである場合は、特定の S3 ストレージクラスを選択できます。

• 標準（これがデフォルトクラス）

• インテリジェント階層化

• 標準的なアクセス頻度は低い

• 1 回のアクセスではほとんど発生しません

• 氷河

• Glacier Deep Archive

Azure BLOB ストレージのストレージ階層について教えてください。

BLOB コンテナがターゲットの場合は、特定の Azure BLOB ストレージ階層を選択できます。

• ホットストレージ

• 優れたストレージ

ネットワーキング

次の質問は、クラウド同期のネットワーク要件に関連しています。

クラウドの同期に必要なネットワーク要件は何ですか？

クラウド同期環境では、データブローカーが、選択したプロトコル（ NFS 、 SMB 、 EFS ）またはオブジェ
クトストレージ API （ Amazon S3 、 Azure BLOB 、 IBM Cloud Object Storage ）を介してソースとターゲ
ットに接続されている必要があります。

さらに、データブローカーは、ポート 443 を介したアウトバウンドインターネット接続を必要とします。こ
れにより、データブローカーは Cloud Sync サービスと通信し、他のいくつかのサービスやリポジトリに接続
できます。

詳細： "ネットワーク要件を確認します。"。
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データブローカーの接続に関連するネットワークの制限はありますか？

データブローカーにはインターネットアクセスが必要です。Azure または Google Cloud Platform にデータブ
ローカーを導入する場合、プロキシサーバはサポートされません。

データの同期

次の質問は、データ同期の仕組みに関連しています。

同期はどのくらいの頻度で行われますか。

デフォルトのスケジュールは、毎日の同期に設定されています。初期同期化の後、次の操作を実行できます。

• 同期スケジュールを、希望する日数、時間数、分数に変更します

• 同期スケジュールを無効にします

• 同期スケジュールを削除します（データは失われません。同期関係のみが削除されます）。

最小同期スケジュールは何ですか？

データを 1 分ごとに同期するように関係をスケジュールできます。

ファイルの同期に失敗した場合、データブローカーは再試行しますか？またはタイムアウトしますか？

1 つのファイルの転送が失敗しても、データブローカーはタイムアウトしません。代わりに、データブローカ
ーはファイルをスキップする前に 3 回再試行します。再試行値は、同期関係の設定で設定できます。

"同期関係の設定を変更する方法について説明します。"。

非常に大規模なデータセットがある場合はどうすればよいですか。

1 つのディレクトリに 60 万以上のファイルが含まれている場合は、 mailto ： ng-cloudsync-

support@netapp.com [ お問い合わせ ] をご利用ください。このため、データブローカーでペイロードを処理
するように設定できます。データブローカーマシンにメモリを追加する必要がある場合があります。

セキュリティ

セキュリティに関する次の質問

クラウドの同期は安全ですか？

はい。すべての Cloud Sync サービスのネットワーク接続には、を使用します "Amazon Simple Queue

Service （ SQS ）"。

データブローカーと Amazon S3 、 Azure Blob 、 Google Cloud Storage 、 IBM Cloud Object Storage 間の通
信はすべて、 HTTPS プロトコルを使用して行われます。

オンプレミス（ソースまたはデスティネーション）システムで Cloud Sync を使用している場合、推奨される
接続オプションは次のとおりです。

• AWS Direct Connect 、 Azure ExpressRoute 、または Google Cloud Interconnect 接続。インターネット
経由ではない（指定したクラウドネットワークとのみ通信可能）
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• オンプレミスゲートウェイデバイスとクラウドネットワーク間の VPN 接続

• S3 バケット、 Azure BLOB ストレージ、または Google クラウドストレージを使用した安全なデータ転
送のために、 Amazon Private S3 エンドポイント、 Azure Virtual Network サービスエンドポイント、また
はプライベート Google アクセスを確立できます。

これらのいずれかの方法で、オンプレミス NAS サーバーとクラウド同期データブローカー間の安全な接続が
確立されます。

データはクラウド同期で暗号化されていますか？

• クラウド同期では、ソースとターゲットの NFS サーバ間のデータインフライト暗号化がサポートされま
す。 "詳細はこちら。"。

• SMB では暗号化はサポートされていません。

• Amazon S3 バケットが同期関係のターゲットである場合は、 AWS KMS の暗号化と AES-256 暗号化を使
用してデータ暗号化を有効にするかどうかを選択できます。

権限

次の質問は、データ権限に関連しています。

SMB データの権限はターゲットの場所に同期されていますか？

クラウド同期を設定して、ソース SMB 共有とターゲット SMB 共有間のアクセスコントロールリスト（ ACL

）を保持できます。または、 ACL を手動でコピーすることもできます。 "SMB 共有間で ACL をコピーする方
法について説明します。"。

NFS データの権限はターゲットの場所に同期されていますか。

クラウド同期では、 NFS サーバ間で次のように NFS 権限が自動的にコピーされます。

• NFS バージョン 3 ： Cloud Sync は権限とユーザグループ所有者をコピーします。

• NFS バージョン 4 ： Cloud Sync は ACL をコピーします。

パフォーマンス

クラウド同期のパフォーマンスに関する質問は次のとおりです。

同期関係の進行状況インジケータは何を表していますか。

同期関係は、データブローカーのネットワークアダプタのスループットを示しています。複数のデータブロー
カーを使用して同期パフォーマンスを高速化した場合、スループットはすべてのトラフィックの合計になりま
す。このスループットは 20 秒ごとに更新されます。

パフォーマンスの問題が発生しています。同時転送の数を制限できますか。

データブローカーは、一度に 4 つのファイルを同期できます。非常に大きなファイルがある場合（それぞれ
数 TB ）、転送プロセスが完了するまでに時間がかかることがあり、パフォーマンスが低下する可能性があり
ます。
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同時転送の数を制限すると効果的です。mailto ： ng-cloudsync-support@netapp.com [ お問い合わせ ]

Azure NetApp Files でパフォーマンスが低いのはなぜですか？

Azure NetApp Files との間でデータを同期する際、ディスクのサービスレベルが Standard の場合は障害やパ
フォーマンスの問題が発生することがあります。

同期パフォーマンスを向上させるには、サービスレベルを Premium または Ultra に変更します。

"Azure NetApp Files のサービスレベルとスループットの詳細については、こちらをご覧ください"。

Cloud Volumes Service for AWS でパフォーマンスが低下するのはなぜですか。

クラウドボリュームとの間でデータを同期する場合、クラウドボリュームのパフォーマンスレベルが標準の場
合は、障害やパフォーマンスの問題が発生することがあります。

サービスレベルを Premium または Extreme に変更して、同期のパフォーマンスを向上させます。

必要なデータブローカーの数はいくつですか？

新しい関係を作成する場合は、 1 つのデータブローカーから始めます（高速同期関係に属する既存のデータ
ブローカーを選択した場合を除く）。多くの場合、 1 つのデータブローカーで同期関係のパフォーマンス要
件を満たすことができます。同期されていない場合は、データブローカーを追加することで、同期パフォーマ
ンスを高速化できます。ただし、まず、同期のパフォーマンスに影響を与える可能性のある他の要因を確認す
る必要があります。

データ転送のパフォーマンスには、複数の要因が影響します。全体的な同期パフォーマンスは、ネットワーク
帯域幅、レイテンシ、ネットワークトポロジ、データブローカー VM の仕様、ストレージシステムのパフォー
マンスによって影響を受ける可能性があります。たとえば、同期関係にある単一のデータブローカーは 100

MB/ 秒に到達できますが、ターゲットのディスクスループットは 64 MB/ 秒にしか対応できない場合がありま
す。その結果、データブローカーはデータのコピーを試み続けていますが、ターゲットではデータブローカー
のパフォーマンスを満たせません。

そのため、ネットワークのパフォーマンスとターゲットのディスクスループットを確認してください。

その後、データブローカーを追加して、その関係の負荷を共有することで、同期のパフォーマンスを向上させ
ることを検討できます。 "同期のパフォーマンスを高速化する方法について説明します。"。

項目を削除する

次の質問は、ソースとターゲットから同期関係とデータを削除することに関連しています。

クラウドの同期関係を削除するとどうなりますか。

関係を削除すると、以降のすべてのデータの同期が停止し、支払いが終了します。ターゲットに同期されたデ
ータはそのまま残ります。

ソースサーバから何かを削除するとどうなりますか。ターゲットからも削除されていますか？

デフォルトでは、 Active Sync 関係がある場合、ソースサーバ上で削除されたアイテムは、次回の同期時にタ
ーゲットから削除されません。ただし、各関係の同期設定にはオプションがあり、ソースから削除されたファ
イルは Cloud Sync によってターゲットロケーションから削除されるように定義できます。
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"同期関係の設定を変更する方法について説明します。"。

ターゲットから何かを削除するとどうなりますか？ソースからも削除されていますか？

ターゲットから削除されたアイテムは、ソースから削除されません。ソースからターゲットへの関係は一方向
です。次の同期サイクルでは、クラウド同期によってソースとターゲットが比較され、アイテムが見つからな
いことが特定され、クラウド同期によってソースからターゲットに再度コピーされます。

トラブルシューティング

"ネットアップナレッジベース： Cloud Sync FAQ ： Support and Troubleshooting"

データブローカーのディープダイブ

次の質問は、データブローカーに関連しています。

データブローカーのアーキテクチャについて説明できますか？

確かに。最も重要なポイントは次のとおりです。

• データブローカーは、 Linux ホスト上で実行されている Node.js アプリケーションです。

• Cloud Sync は、次のようにデータブローカーを導入します。

◦ AWS ： AWS Cloudformation テンプレートから

◦ Azure ： Azure Resource Manager から

◦ Google ： Google Cloud Deployment Manager から

◦ 独自の Linux ホストを使用する場合は、ソフトウェアを手動でインストールする必要があります

• データブローカーソフトウェアは、自動的に最新バージョンにアップグレードします。

• データブローカーは、 AWS SQS を信頼性の高い安全な通信チャネルとして使用し、制御と監視を行いま
す。SQS は永続性レイヤも提供します。

• データブローカーをリレーションシップに追加して、転送速度を向上させ、高可用性を高めることができ
ます。1 つのデータブローカーに障害が発生した場合、サービスの耐障害性があります
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データプライバシーに関する分析情報を入手できま
す

Cloud Compliance の詳細をご確認ください

Cloud Compliance は、 Cloud Manager 用のデータプライバシーとコンプライアンスの
サービスで、ボリューム、 Amazon S3 バケット、およびデータベースをスキャンし
て、これらのファイルに格納されている個人データと機密データを特定します。人工知
能（ AI ）ベースのテクノロジを使用したクラウドコンプライアンスは、データの状況を
把握し、機密データを特定するのに役立ちます。

"Cloud Compliance のユースケースを紹介します"。

の機能

Cloud Compliance には、コンプライアンスの取り組みに役立つツールがいくつか用意されています。Cloud

Compliance を使用すると、次のことができます。

• 個人識別情報（ PII ）の識別

• GDPR 、 CCPA 、 PCI 、 HIPAA の各プライバシー規制の要件に応じて、さまざまな機密情報の範囲を特
定します

• データサブジェクトアクセス要求への応答（ dsar ）

サポートされている作業環境とデータソース

Cloud Compliance では、次の種類のデータソースからデータをスキャンできます。

• AWS の Cloud Volumes ONTAP

• Azure の Cloud Volumes ONTAP

• Azure NetApp Files の特長

• Amazon S3

• データベースはどこにあってもかまいません （データベースがに存在する必要はありません サクキヨウ
カンキヨウ

• 注： Azure NetApp Files については、 Cloud Compliance は Cloud Manager と同じリージョンにあるすべ
てのボリュームをスキャンできます。

コスト

• Cloud Compliance の使用コストは、スキャンするデータの量によって異なります。2020 年 10 月 7 日時
点で、 Cloud Compliance が Cloud Manager ワークスペースでスキャンする最初の 1TB のデータは無料
です。これには、 Cloud Volumes ONTAP ボリューム、 Azure NetApp Files ボリューム、 Amazon S3 バ
ケット、データベーススキーマのデータが含まれます。その後もデータのスキャンを続行するには、
AWS または Azure Marketplace へのサブスクリプションが必要です。を参照してください "価格設定" を
参照してください。
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"登録方法については、こちらをご覧ください"。

• Cloud Compliance をインストールするにはクラウドインスタンスを導入する必要があるため、導入先の
クラウドプロバイダから料金が発生します。を参照してください 各クラウドに導入されるインスタンスの
タイプ プロバイダ

• Cloud Compliance では、コネクタを導入しておく必要があります。多くの場合、 Cloud Manager で他の
ストレージとサービスを使用しているため、すでにコネクタが用意されています。Connector インスタン
スを使用すると、導入先のクラウドプロバイダから料金が発生します。を参照してください "クラウドプ
ロバイダごとに導入されるインスタンスのタイプ"。

データ転送コスト

データ転送のコストは設定によって異なります。Cloud Compliance インスタンスとデータソースが同じアベ
イラビリティゾーンとリージョンにある場合、データ転送コストは発生しません。ただし、 Cloud Volumes

ONTAP クラスタや S3 バケットなどのデータソースが _different _Availability Zone またはリージョンにある
場合は、クラウドプロバイダにデータ転送コストが請求されます。詳細については、次のリンクを参照してく
ださい。

• "AWS ： Amazon EC2 価格設定"

• "Microsoft Azure ： Bandwidth Pricing Details 』"

Cloud Compliance の仕組み

Cloud Compliance の仕組みは次のとおりです。

1. Cloud Manager に Cloud Compliance のインスタンスを導入します。

2. この機能は、 1 つ以上の作業環境、またはデータベースで有効にします。

3. Cloud Compliance は、 AI のラーニングプロセスを使用してデータをスキャンします。

4. Cloud Manager では、 [* コンプライアンス ] をクリックし、提供されたダッシュボードツールとレポート
ツールを使用してコンプライアンスを強化します。

Cloud Compliance インスタンス

Cloud Compliance を有効にすると、 Cloud Manager はコネクタと同じサブネットに Cloud Compliance イン
スタンスを導入します。 "コネクタの詳細については、こちらをご覧ください。"

コネクタがオンプレミスにインストールされている場合は、要求内の最初の Cloud Volumes

ONTAP システムと同じ VPC または VNet にクラウド準拠インスタンスを導入します。
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インスタンスについては、次の点に注意してください。

• Azure では、 Cloud Compliance は 512 GB ディスクの Standard_D16s_v3 VM で実行されます。

• AWS では、 Cloud Compliance は m5.Medin インスタンスで 500GB の gp2 ディスクを使用して実行され
ます。

m5.mcd を使用できない地域では、代わりに m4.mcd インスタンスに対して Cloud Compliance を実行し
ます。

インスタンス / VM タイプの変更やサイズ変更はサポートされていません。表示されるサイ
ズを使用する必要があります。

• インスタンスの名前は CloudCompliancy_with で、生成されたハッシュ（ UUID ）を連結しています。例
： _CloudCompliion-16bb6564-38ad-40802-9a92-36f5fd2f71c7

• 1 つのコネクタに導入される Cloud Compliance インスタンスは 1 つだけです。

• Cloud Compliance ソフトウェアのアップグレードは自動化されているため、心配する必要はありませ
ん。

Cloud Compliance はデータを継続的にスキャンするため、インスタンスは常に実行されている
状態にしておく必要があります。

スキャンの動作

Cloud Compliance を有効にして、スキャンするボリューム、バケット、またはデータベーススキーマを選択
すると、データのスキャンがただちに開始され、個人データと機密データが識別されます。組織のデータをマ
ッピングし、各ファイルを分類して、データ内のエンティティと定義済みパターンを特定して抽出します。ス
キャンの結果は、個人情報、機密性の高い個人情報、およびデータカテゴリのインデックスです。

Cloud Compliance は、 NFS ボリュームと CIFS ボリュームをマウントすることで、他のクライアントと同様
にデータに接続します。NFS ボリュームには読み取り専用で自動的にアクセスされますが、 CIFS ボリュー
ムをスキャンするためには Active Directory のクレデンシャルを指定する必要があります。
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初回スキャン後、 Cloud Compliance は各ボリュームを継続的にスキャンして差分変更を検出し、インスタン
スの実行を維持することが重要な理由です。

でスキャンを有効または無効にできます "ボリュームレベル"、で "バケットレベル"、および "データベースス
キーマレベル"。

Cloud Compliance がインデックス化する情報

Cloud Compliance は、非構造化データ（ファイル）を収集してインデックスを作成し、カテゴリを割り当て
ます。Cloud Compliance インデックスに含まれるデータは次のとおりです。

標準メタデータ

Cloud Compliance は、ファイルタイプ、サイズ、作成日、変更日など、ファイルに関する標準のメタデー
タを収集します。

個人データ

メールアドレス、識別番号、クレジットカード番号など、個人を特定できる情報。 "個人データの詳細につ
いては、こちらをご覧ください"。

機密性の高い個人データ

GDPR やその他のプライバシー規制で定義されている、健康データ、民族的起源、政治的見解などの機密
情報の特殊な種類。 "機密性の高い個人データの詳細をご覧ください"。

カテゴリ

Cloud Compliance は、スキャンしたデータをさまざまなタイプのカテゴリに分類します。カテゴリは、各
ファイルのコンテンツとメタデータの AI 分析に基づくトピックです。 "カテゴリの詳細については、こち
らをご覧ください"。
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名前エンティティ認識

Cloud Compliance は、 AI を使用して、ドキュメントから自然な人物の名前を抽出します。 "データ主体の
アクセスリクエストへの対応について説明します"。

ネットワークの概要

Cloud Manager によって、コネクタインスタンスからのインバウンド HTTP 接続を有効にするセキュリティ
グループとともに Cloud Compliance インスタンスが導入されます。

Cloud Manager を SaaS モードで使用する場合、 Cloud Manager への接続には HTTPS が使用され、ブラウ
ザと Cloud Compliance インスタンスの間で送信されるプライベートデータはエンドツーエンドの暗号化によ
って保護されるため、ネットアップとサードパーティが読み取ることはできません。

何らかの理由で SaaS ユーザインターフェイスの代わりにローカルユーザインターフェイスを使用する必要が
ある場合でも、ローカルユーザインターフェイスを使用できます "ローカル UI にアクセスします"。

アウトバウンドルールは完全にオープンです。Cloud Compliance ソフトウェアのインストールとアップグレ
ード、および使用状況の指標の送信には、インターネットアクセスが必要です。

ネットワーク要件が厳しい場合は、 "Cloud Compliance が連絡するエンドポイントについて説明します"。

コンプライアンス情報へのユーザアクセス

各ユーザには、 Cloud Manager 内と Cloud Compliance 内で異なる機能が割り当てられています。

• * アカウント管理者 * は、コンプライアンス設定を管理し、すべての作業環境のコンプライアンス情報を
表示できます。

• * ワークスペース管理者 * は、アクセス権を持つシステムのコンプライアンス設定を管理し、コンプライ
アンス情報を表示することができます。ワークスペース管理者が Cloud Manager の作業環境にアクセス
できない場合、作業環境のコンプライアンス情報は [ コンプライアンス ] タブに表示されません。

• Cloud Compliance Viewer * ロールを持つユーザーは、コンプライアンス情報を表示し、アクセス権限を
持つシステムのレポートを生成することのみができます。これらのユーザは、ボリューム、バケット、ま
たはデータベーススキーマのスキャンを有効または無効にすることはできません。

"Cloud Manager のロールに関する詳細情報" そして方法 "特定のロールのユーザを追加します"。

はじめに

Cloud Compliance の導入

Cloud Manager のワークスペースに Cloud Compliance インスタンスを導入するには、
いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。
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 コネクタを作成します

コネクタがない場合は、 Azure または AWS でコネクタを作成します。を参照してください "AWS でコネク
タを作成する" または "Azure でコネクタを作成する"。

 前提条件を確認する

クラウド環境が前提条件を満たしていることを確認します。これには、クラウドコンプライアンスインスタン
ス用の vCPU 16 個、インスタンス用のアウトバウンドインターネットアクセス、ポート 80 経由のコネクタ
とクラウドコンプライアンスの接続などが含まれます。 すべてのリストを参照してください。

 Cloud Compliance の導入

インストールウィザードを起動して、 Cloud Manager に Cloud Compliance インスタンスを導入します。

 Cloud Compliance サービスに登録

Cloud Compliance が Cloud Manager でスキャンする最初の 1TB のデータは無料です。その後もデータのス
キャンを続行するには、 AWS または Azure Marketplace へのサブスクリプションが必要です。

コネクタを作成しています

コネクタがない場合は、 Azure または AWS でコネクタを作成します。を参照してください "AWS でコネク
タを作成する" または "Azure でコネクタを作成する"。ほとんどの場合、コネクタセットがあります Cloud

Compliance をアクティブ化するのは、ほとんどの場合です "Cloud Manager の機能にはコネクタが必要です"

ただし、ここで設定する必要がある場合もあります。

AWS または Azure で Cloud Compliance 用のコネクタを使用する必要があるシナリオがいくつかあります。

• AWS または AWS S3 バケット内の Cloud Volumes ONTAP のデータをスキャンするときは、 AWS のコ
ネクタを使用します。

• Azure または Azure NetApp Files で Cloud Volumes ONTAP 内のデータをスキャンする場合は、 Azure の
コネクタを使用します。

• どちらのコネクタでもデータベースをスキャンできます。

ご覧のように、を使用する必要がある状況もあります "複数のコネクタ"。

Azure NetApp Files のスキャンを計画している場合は、スキャンするボリュームと同じ領域に
導入していることを確認する必要があります。

前提条件の確認

Cloud Compliance を導入する前に、次の前提条件を確認し、サポートされている構成であることを確認して
ください。
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アウトバウンドインターネットアクセスを有効にします

Cloud Compliance にはアウトバウンドのインターネットアクセスが必要です。仮想ネットワークでインタ
ーネットアクセスにプロキシサーバを使用している場合は、 Cloud Compliance インスタンスがアウトバ
ウンドのインターネットアクセスを使用して次のエンドポイントに接続していることを確認します。Cloud

Manager は、コネクタと同じサブネットに Cloud Compliance インスタンスを導入します。

エンドポイント 目的

\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービス
との通信。

¥ https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥

https://auth0.com
NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元
的に行うことができます。

https://cloud-compliance-support-

netapp.s3.us-west-2.amazonaws.com \

https://hub.docker.com \

https://auth.docker.io \ https://registry-

1.docker.io \ https://index.docker.io/ \

https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ \

https://production.cloudflare.docker.com/

ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレー
トにアクセスできます。

\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com ネットアップが監査レコードからデータをストリーミング
できるようにします。

¥ https://cognito-idp.us-east-

1.amazonaws.com ¥ https://cognito-

identity.us-east-1.amazonaws.com

Cloud Compliance でマニフェストとテンプレートにアクセ
スしてダウンロードしたり、ログと指標を送信したりでき
ます。

Cloud Manager に必要な権限が割り当てられていることを確認します

Cloud Manager に、リソースを導入する権限と Cloud Compliance インスタンスのセキュリティグループ
を作成する権限があることを確認します。最新の Cloud Manager 権限は、で確認できます "ネットアップ
が提供するポリシー"。

vCPU の制限を確認してください

クラウドプロバイダの vCPU 制限によって、 16 コアのインスタンスの導入が許可されていることを確認
してください。Cloud Manager が実行されているリージョン内の関連するインスタンスファミリーの
vCPU 制限を確認する必要があります。

AWS では、インスタンスファミリーは On-Demand Standard Instances です。Azure では ' インスタンス
ファミリーは _Standard DSView3 Family _ です

vCPU の制限の詳細については、以下を参照してください。

• "AWS のマニュアル： Amazon EC2 Service Limits"

• "Azure のドキュメント：「仮想マシンの vCPU クォータ"

Cloud Manager から Cloud Compliance にアクセスできることを確認

コネクタと Cloud Compliance インスタンスの間の接続を確認します。コネクタのセキュリティグループ
は、 Cloud Compliance インスタンスとの間のポート 80 経由のインバウンドおよびアウトバウンドトラフ
ィックを許可する必要があります。

この接続により、 Cloud Compliance インスタンスの導入が可能になり、コンプライアンスタブに情報を
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表示できます。

Azure NetApp Files の検出を設定します

ボリュームをスキャンして Azure NetApp Files をスキャンする前に、 "構成を検出するには、 Cloud

Manager が設定されている必要があります"。

Cloud Compliance の運用を継続できることを確認します

データを継続的にスキャンするには、 Cloud Compliance インスタンスをオンのままにする必要がありま
す。

Web ブラウザから Cloud Compliance への接続を確認します

Cloud Compliance を有効にしたら、ユーザが Cloud Compliance インスタンスに接続しているホストから
Cloud Manager のインターフェイスにアクセスするようにします。

Cloud Compliance インスタンスは、プライベート IP アドレスを使用して、インデックス付きデータがイ
ンターネットにアクセスできないようにします。そのため、 Cloud Manager へのアクセスに使用する
Web ブラウザは、そのプライベート IP アドレスに接続する必要があります。この接続は、 AWS または
Azure への直接接続（ VPN など）、または Cloud Compliance インスタンスと同じネットワーク内にある
ホストから確立できます。

Cloud Compliance インスタンスの導入

Cloud Manager インスタンスごとに Cloud Compliance のインスタンスを導入します。

手順

1. Cloud Manager で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. クラウドコンプライアンスのアクティブ化 * をクリックして、導入ウィザードを開始します。

3. 導入手順が完了すると、ウィザードに進捗状況が表示されます。問題が発生すると停止し、入力を求めら
れます。
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4. インスタンスが展開されたら、 * 設定に進む * をクリックして _ スキャン設定 _ ページに移動します。

結果

Cloud Manager によってクラウドプロバイダに Cloud Compliance インスタンスが導入されます。

次のステップ

スキャン設定ページから、コンプライアンスのためにスキャンする作業環境、ボリューム、およびバケットを
選択できます。特定のデータベーススキーマをスキャンするために、データベースサーバに接続することもで
きます。これらのデータソースのいずれかで Cloud Compliance をアクティブ化します。

Cloud Compliance サービスへの登録

Cloud Compliance が Cloud Manager ワークスペースでスキャンする最初の 1TB のデータは無料です。その
後もデータのスキャンを続行するには、 AWS または Azure Marketplace へのサブスクリプションが必要で
す。

いつでもサブスクライブでき、データ量が 1TB を超えるまでは料金は発生しません。Cloud Compliance

Dashboard でスキャンしているデータの総容量を常に確認できます。また、 [ 今すぐサブスクライブ ] ボタン
を使用すると、準備が整ったときに簡単にサブスクライブできます。

ボタン。"]

• 注： * Cloud Compliance から登録を求められたものの、すでに Azure サブスクリプションをお持ちの場
合は、古い * Cloud Manager * サブスクリプションを使用している可能性があるため、新しい * NetApp

Cloud Manager * サブスクリプションに変更する必要があります。を参照してくださいAzure で新しい
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NetApp Cloud Manager プランに変更 を参照してください。

手順

これらの手順は、 _Account Admin_role 権限を持つユーザが実行する必要があります。

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. AWS インスタンスプロファイルまたは Azure Managed Service Identity のクレデンシャルを検索します。

サブスクリプションは、インスタンスプロファイルまたはマネージドサービス ID に追加する必要があり
ます。充電ができない。

すでに月額プランをお持ちの場合は、すべて設定されています。他に必要なことはありません。

3. まだサブスクリプションをお持ちでない場合は、クレデンシャルの上にカーソルを合わせて、操作メニュ
ーをクリックします。

4. [ サブスクリプションの追加 ] をクリックします。

5. [ サブスクリプションの追加 ] をクリックし、 [* 続行 ] をクリックして、手順に従います。
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次のビデオでは、 Marketplace サブスクリプションを AWS サブスクリプションに関連付ける方法を紹
介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 (video)

次のビデオでは、 Marketplace サブスクリプションを Azure サブスクリプションに関連付ける方法を紹介
します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 (video)

Azure で新しい Cloud Manager プランに変更

2020 年 10 月 7 日より、 Azure Marketplace サブスクリプション「 NetApp Cloud Manager * 」に Cloud

Compliance が追加されました。元の Azure * Cloud Manager * サブスクリプションをすでにお持ちの場合、
Cloud Compliance の使用は許可されません。

以下の手順に従って、新しい * NetApp Cloud Manager * サブスクリプションを選択し、古い * Cloud

Manager * サブスクリプションを削除する必要があります。

既存のサブスクリプションに特別なプライベートオファーが付随して発行された場合、ネット
アップに連絡して、コンプライアンスを含む新しい特別なプライベートオファーを発行できる
ようにする必要があります。

手順

これらの手順は、前述のように新しいサブスクリプションを追加するのと似ていますが、いくつかの場所で異
なります。

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. サブスクリプションを変更する Azure Managed Service Identity のクレデンシャルを検索し、クレデンシ
ャルにカーソルを合わせて、 * Associate Subscription * をクリックします。

現在の Marketplace サブスクリプションの詳細が表示されます。

3. [ サブスクリプションの追加 ] をクリックし、 [* 続行 ] をクリックして、手順に従います。新しいサブス
クリプションを作成するために、 Azure ポータルにリダイレクトされます。

4. Cloud Manager * ではなく、 Cloud Compliance へのアクセスを提供するプラン * NetApp Cloud Manager

* を選択してください。

5. ビデオの手順に従って、 Marketplace サブスクリプションを Azure サブスクリプションに関連付ける：

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 (video)

6. Cloud Manager に戻り、新しいサブスクリプションを選択し、 * Associate * をクリックします。

7. サブスクリプションが変更されたことを確認するには、資格情報カードで上のサブスクリプションの上に
カーソルを置きます。

これで、 Azure ポータルから古いサブスクリプションのサブスクリプションを解除できます。

8. Azure ポータルで、 Software as a Service （ SaaS ）に移動し、サブスクリプションを選択して、 *

Unsubscribe * をクリックします。
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データソースでスキャンをアクティブ化します

『 Getting started with Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP and Azure NetApp Files 』

Cloud Volumes ONTAP または Azure NetApp Files 向けのクラウドコンプライアンスを
開始するには、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 Cloud Compliance インスタンスを導入します

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

 作業環境でクラウドへのコンプライアンスを実現

Cloud Compliance をクリックし、 * Configuration * タブを選択して、特定の作業環境のコンプライアンスス
キャンを有効にします。

 ボリュームへのアクセスを確認

Cloud Compliance が有効になったので、ボリュームにアクセスできることを確認します。

• クラウドコンプライアンスインスタンスには、各 Cloud Volumes ONTAP サブネットまたは Azure

NetApp Files サブネットへのネットワーク接続が必要です。

• Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループは、クラウドコンプライアンスインスタンスからのイン
バウンド接続を許可する必要があります。

• NFS ボリュームのエクスポートポリシーで、 Cloud Compliance インスタンスからのアクセスを許可する
必要があります。

• CIFS ボリュームをスキャンするには、 Cloud Compliance で Active Directory のクレデンシャルが必要で
す。

クラウドコンプライアンス * > * スキャン設定 * > * CIFS クレデンシャルの編集 * をクリックし、クレデ
ンシャルを入力します。クレデンシャルは読み取り専用ですが、管理者のクレデンシャルを指定すること
で、 Cloud Compliance は昇格された権限が必要なデータを確実に読み取ることができます。

 スキャンするボリュームを設定します

スキャンするボリュームを選択すると、 Cloud Compliance でスキャンが開始されます。
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Cloud Compliance インスタンスの導入

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

作業環境での Cloud Compliance の有効化

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックし、 * Configuration * タブを選択します。

2. 作業環境内のすべてのボリュームをスキャンするには、 * すべてのボリュームのコンプライアンスをアク
ティブ化 * をクリックします。

作業環境内の特定のボリュームのみをスキャンするには、 * をクリックするか、 Volumes （ボリューム）
* を選択して、スキャンするボリュームを選択します。

を参照してください ボリュームのコンプライアンススキャンの有効化と無効化 を参照してください。

結果

Cloud Compliance は、それぞれの作業環境でデータのスキャンを開始します。結果は、 Cloud Compliance

ダッシュボードで最初のスキャンが完了するとすぐに表示されます。所要時間はデータ量によって異なりま
す。数分から数時間かかる場合もあります。

Cloud Compliance がボリュームにアクセスできることの確認

ネットワーク、セキュリティグループ、およびエクスポートポリシーを確認して、 Cloud Compliance がボリ
ュームにアクセスできることを確認します。CIFS ボリュームにアクセスできるようにするには、 Cloud

Compliance に CIFS クレデンシャルを指定する必要があります。
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手順

1. クラウドコンプライアンスインスタンスと、 Cloud Volumes ONTAP または Azure NetApp Files のボリュ
ームを含む各ネットワークとの間にネットワーク接続が確立されていることを確認します。

Azure NetApp Files の場合、 Cloud Compliance は Cloud Manager と同じリージョンにあ
るボリュームのみをスキャンできます。

2. Cloud Volumes ONTAP のセキュリティグループがクラウドコンプライアンスインスタンスからのインバ
ウンドトラフィックを許可していることを確認してください。

Cloud Compliance インスタンスの IP アドレスからのトラフィックのセキュリティグループを開くか、仮
想ネットワーク内からのすべてのトラフィックのセキュリティグループを開くことができます。

3. NFS ボリュームのエクスポートポリシーに Cloud Compliance インスタンスの IP アドレスが含まれてい
て、各ボリュームのデータにアクセスできることを確認します。

4. CIFS を使用する場合は、 Active Directory クレデンシャルを使用して Cloud Compliance を提供し、 CIFS

ボリュームをスキャンできるようにします。

a. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

b. [* 構成 *] タブをクリックします。

ボタンを示す [ 遵守 ] タブのスクリーンショット。"]

c. 各作業環境について、 * CIFS 資格情報の編集 * をクリックし、クラウド・コンプライアンスがシステ
ム上の CIFS ボリュームにアクセスするために必要なユーザー名とパスワードを入力します。

クレデンシャルは読み取り専用ですが、管理者のクレデンシャルを指定することで、 Cloud

Compliance は昇格された権限が必要なデータを読み取ることができます。クレデンシャルは Cloud

Compliance インスタンスに保存されます。

クレデンシャルを入力すると、すべての CIFS ボリュームが認証されたことを示すメッセージが表示
されます。
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5. _Scan Configuration_page で、 * View Details * をクリックして、各 CIFS および NFS ボリュームのステ
ータスを確認し、エラーを修正します。

たとえば、次の図は 3 つのボリュームを示しています。 1 つは Cloud Compliance インスタンスとボリュ
ームの間のネットワーク接続の問題が原因で Cloud Compliance がスキャンできないボリュームです。

ボリュームのコンプライアンススキャンの有効化と無効化

作業環境内のボリュームのスキャンは、 Scan Configuration ページからいつでも停止または開始できます。す
べてのボリュームをスキャンすることを推奨します。

終了： 手順：

ボリュームのスキャンを無効にします 音量スライダを左に動かします

すべてのボリュームのスキャンを無効にします [ すべてのボリュームのコンプライアンスを有効にする * ]

スライダをに移動します 左

ボリュームのスキャンを有効にします 音量スライダを右に動かします

すべてのボリュームのスキャンを有効にします [ すべてのボリュームのコンプライアンスを有効にする * ]

スライダをに移動します 権利
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作業環境に追加した新しいボリュームは、すべてのボリュームのコンプライアンスのアクティ
ブ化 * 設定が有効になっている場合にのみ自動的にスキャンされます。この設定を無効にする
と、作業環境で作成する新しいボリュームごとにスキャンを有効にする必要があります。

データ保護ボリュームをスキャンしています

デフォルトでは、データ保護（ DP ）ボリュームは外部から公開されておらず、 Cloud Compliance はアクセ
スできないため、スキャンされません。通常、オンプレミスの ONTAP クラスタから SnapMirror を処理する
ためのデスティネーションボリュームです。

最初は、 Cloud Compliance ボリュームのリストで、これらのボリュームを Type* DP * でステータスが「ス
キャンなし」 * および「必要な操作 _ * DP ボリュームへのアクセスを有効にする * 」と指定します。

手順

これらのデータ保護ボリュームをスキャンする場合は、次の手順を実行します。

1. ページ上部の * DP ボリュームへのアクセスを有効にする * ボタンをクリックします。

2. スキャンする各 DP ボリュームをアクティブ化するか、 * すべてのボリュームのコンプライアンスのアク
ティブ化 * コントロールを使用して、すべての DP ボリュームを含むすべてのボリュームを有効にしま
す。

有効にすると、コンプライアンスのためにアクティブ化された各 DP ボリュームから NFS 共有が作成され、
スキャンすることができます。共有のエクスポートポリシーでは、 Cloud Compliance インスタンスからのア
クセスのみが許可されます。

ボリュームリストには、ソース ONTAP システムで最初に NFS ボリュームとして作成されたボ
リュームのみが表示されます。最初に CIFS として作成されたソースボリュームは、現時点で
は Cloud Compliance に表示されません。

Cloud Compliance for Amazon S3 の利用を開始してください

Cloud Compliance では、 Amazon S3 バケットをスキャンして、 S3 オブジェクトスト
レージに格納されている個人データや機密データを特定できます。Cloud Compliance

は、ネットアップソリューション用に作成されたバケットであるかどうかに関係なく、
アカウント内の任意のバケットをスキャンできます。
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クイックスタート

これらの手順を実行すると、すぐに作業を開始できます。また、残りのセクションまでスクロールして詳細を
確認することもできます。

 クラウド環境で S3 の要件を設定します

クラウド環境が Cloud Compliance の要件を満たしていることを確認します。たとえば、 IAM ロールの準備と
Cloud Compliance から S3 への接続の設定を行います。 すべてのリストを参照してください。

 Cloud Compliance インスタンスを導入します

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

 S3 作業環境でコンプライアンスをアクティブ化します

Amazon S3 作業環境を選択し、 * 準拠の有効化 * をクリックして、必要な権限を含む IAM ロールを選択しま
す。

 スキャンするバケットを選択します

スキャンするバケットを選択すると、 Cloud Compliance でスキャンが開始されます。

S3 の前提条件の確認

S3 バケットのスキャンに固有の要件を次に示します。

Cloud Compliance インスタンス用の IAM ロールを設定します

Cloud Compliance では、アカウント内の S3 バケットに接続してスキャンするための権限が必要です。以
下の権限を含む IAM ロールを設定します。Amazon S3 作業環境で Cloud Compliance を有効にすると、
Cloud Manager から IAM ロールを選択するよう求められます。
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{

  "Version": "2012-10-17",

  "Statement": [

      {

          "Effect": "Allow",

          "Action": [

              "s3:Get*",

              "s3:List*",

              "s3:HeadBucket"

          ],

          "Resource": "*"

      },

      {

          "Effect": "Allow",

          "Action": [

              "iam:GetPolicyVersion",

              "iam:GetPolicy",

              "iam:ListAttachedRolePolicies"

          ],

          "Resource": [

              "arn:aws:iam::*:policy/*",

              "arn:aws:iam::*:role/*"

          ]

      }

  ]

}

Cloud Compliance から Amazon S3 への接続を提供

Cloud Compliance から Amazon S3 への接続が必要です。この接続を確立する最善の方法は、 VPC エン
ドポイントを介して S3 サービスに接続することです。手順については、を参照してください "AWS のド
キュメント：「 Creating a Gateway Endpoint"。

VPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Compliance インスタンスに対応するリージョン、 VPC 、
およびルーティングテーブルを選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする発信
HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、 Cloud

Compliance は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エ
ンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"

別の方法として、 NAT ゲートウェイを使用して接続を提供する方法があります。

インターネット経由で S3 にアクセスするためにプロキシを使用することはできません。
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Cloud Compliance インスタンスの導入

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

この AWS アカウントで S3 バケットが Cloud Manager で自動的に検出されて Amazon S3 作業環境に表示さ
れるように、 AWS コネクタにインスタンスを導入する必要があります。

S3 作業環境でのコンプライアンスのアクティブ化

前提条件を確認したら、 Amazon S3 で Cloud Compliance を有効にします。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。

2. Amazon S3 作業環境を選択します。

3. 右側のペインで、 * コンプライアンスを有効にする * をクリックします。

4. プロンプトが表示されたら、の Cloud Compliance インスタンスに IAM ロールを割り当てます 必要な権
限。
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5. [ コンプライアンスを有効にする ] をクリックします。

また、作業環境のコンプライアンススキャンを有効にすることもできます をクリックして、 [

スキャン設定 ] ページからアクセスします  ボタンを押して、 * コンプライアンスを有効に
する * を選択します。

結果

Cloud Manager によって、インスタンスに IAM ロールが割り当てられます。

S3 バケットでの準拠スキャンの有効化と無効化

Cloud Manager で Amazon S3 の Cloud Compliance が有効になったら、次の手順でスキャンするバケットを
設定します。

スキャンする S3 バケットを含む AWS アカウントで Cloud Manager を実行している場合は、そのバケットが
検出され、 Amazon S3 作業環境に表示されます。

Cloud Compliance も同様です 別々の AWS アカウントにある S3 バケットをスキャンします。

手順

1. Amazon S3 作業環境を選択します。

2. 右側のペインで、 * バケットの設定 * をクリックします。
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3. スキャンするバケットで準拠を有効にします。

結果

Cloud Compliance で、有効にした S3 バケットのスキャンが開始されます。エラーが発生した場合は、エラ
ーを修正するために必要なアクションとともに、 [ ステータス ] 列に表示されます。

追加の AWS アカウントからバケットをスキャンする

別の AWS アカウントを使用している S3 バケットをスキャンするには、そのアカウントからロールを割り当
てて、既存の Cloud Compliance インスタンスにアクセスします。

手順

1. S3 バケットをスキャンするターゲット AWS アカウントに移動し、 * 別の AWS アカウント * を選択して
IAM ロールを作成します。
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必ず次の手順を実行してください。

◦ Cloud Compliance インスタンスが存在するアカウントの ID を入力します。

◦ 最大 CLI / API セッション期間 * を 1 時間から 12 時間に変更し、変更を保存してください。

◦ Cloud Compliance IAM ポリシーを関連付けます。必要な権限があることを確認します。

{

  "Version": "2012-10-17",

  "Statement": [

      {

          "Effect": "Allow",

          "Action": [

              "s3:Get*",

              "s3:List*",

              "s3:HeadBucket"

          ],

          "Resource": "*"

      },

  ]

}

2. Cloud Compliance インスタンスが存在するソース AWS アカウントに移動し、インスタンスに関連付けら
れている IAM ロールを選択します。

a. 最大 CLI / API セッション期間 * を 1 時間から 12 時間に変更し、変更を保存してください。

b. [* ポリシーの適用 *] をクリックし、 [ ポリシーの作成 *] をクリックします。

c. 「 STS ： AssumeRole 」アクションと、ターゲットアカウントで作成したロールの ARN を含むポリ
シーを作成します。
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{

    "Version": "2012-10-17",

    "Statement": [

        {

            "Effect": "Allow",

            "Action": "sts:AssumeRole",

            "Resource": "arn:aws:iam::<ADDITIONAL-ACCOUNT-

ID>:role/<ADDITIONAL_ROLE_NAME>"

        },

        {

            "Effect": "Allow",

            "Action": [

                "iam:GetPolicyVersion",

                "iam:GetPolicy",

                "iam:ListAttachedRolePolicies"

            ],

            "Resource": [

                "arn:aws:iam::*:policy/*",

                "arn:aws:iam::*:role/*"

            ]

        }

    ]

}

Cloud Compliance インスタンスのプロファイルアカウントで追加の AWS アカウントにアクセスでき
るようになりました。

3. Amazon S3 Scan Configuration * ページに移動し、新しい AWS アカウントが表示されます。Cloud

Compliance が新しいアカウントの作業環境を同期し、この情報を表示するまでに数分かかることがあり
ます。

4. [Activate Compliance & Select Buckets] をクリックして、スキャンするバケットを選択します。

結果

Cloud Compliance によって、有効にした新しい S3 バケットのスキャンが開始されます。
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データベーススキーマをスキャンしています

Cloud Compliance でデータベーススキーマのスキャンを開始するには、いくつかの手順
を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 データベースの前提条件を確認する

データベースがサポートされていること、およびデータベースへの接続に必要な情報があることを確認しま
す。

 Cloud Compliance インスタンスを導入します

"Cloud Manager に Cloud Compliance を導入" インスタンスが展開されていない場合。

 データベースサーバを追加します

アクセスするデータベースサーバを追加します。

 スキーマを選択します

スキャンするスキーマを選択します。

前提条件の確認

Cloud Compliance を有効にする前に、次の前提条件を確認し、サポートされている構成であることを確認し
てください。

サポートされるデータベース

Cloud Compliance では、次のデータベースからスキーマをスキャンできます。

• MongoDB

• Oracle の場合

• PostgreSQL

• SAP HANA のサポート

• SQL Server （ MSSQL ）

統計収集機能 * は、データベースで有効にする必要があります * 。
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データベースの要件

Cloud Compliance インスタンスに接続されたデータベースは、ホストされている場所に関係なくすべてスキ
ャンできます。データベースに接続するには、次の情報が必要です。

• IP アドレスまたはホスト名

• ポート

• サービス名（ Oracle データベースにアクセスする場合のみ）

• スキーマへの読み取りアクセスを許可するクレデンシャル

ユーザー名とパスワードを選択する場合は、スキャンするすべてのスキーマとテーブルに対する完全な読
み取り権限を持つユーザーを選択することが重要です。必要なすべての権限を持つ専用のユーザを Cloud

Compliance システムに作成することを推奨します。

• 注： MongoDB では、読み取り専用の管理者ロールが必要です。

データベースサーバを追加しています

が必要です "Cloud Manager に Cloud Compliance のインスタンスを導入済みである"。

スキーマが存在するデータベース・サーバを追加します。

1. _Scan Configuration_page から、 Add DB Server ボタンをクリックします。

2. データベースサーバを識別するために必要な情報を入力します。

a. データベースタイプを選択します。

b. データベースに接続するポートおよびホスト名または IP アドレスを入力します。

c. Oracle データベースの場合は、サービス名を入力します。

d. Cloud Compliance がサーバにアクセスできるように、クレデンシャルを入力します。

e. [Add DB Server* ] をクリックします。
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 ページのスクリー
ンショット。"]

データベースが作業ディレクトリのリストに追加されます。

データベーススキーマでの準拠スキャンの有効化と無効化

スキーマのスキャンは、いつでも停止または開始できます。

1. _Scan Configuration_page から、設定するデータベースの Configuration ボタンをクリックします。

2. スライダを右に移動して、スキャンするスキーマを選択します。
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ページのスクリーンショット。"]

結果

Cloud Compliance によって、有効にしたデータベーススキーマのスキャンが開始されます。エラーが発生し
た場合は、エラーを修正するために必要なアクションとともに、 [ ステータス ] 列に表示されます。

Cloud Manager からデータベースを削除しています

特定のデータベースをスキャンする必要がなくなった場合は、 Cloud Manager インターフェイスからそのデ
ータベースを削除して、すべてのスキャンを停止できます。

_Scan Configuration_page で、をクリックします  ボタン"] ボタンをクリックし、 * DB サーバの削除 * を
クリックします。

SnapMirror を使用した、クラウド準拠のオンプレミス ONTAP データのスキャン

オンプレミスの NFS または CIFS データを Cloud Volumes ONTAP 作業環境にレプリケ
ートし、コンプライアンスを有効にすることで、オンプレミスの ONTAP データをクラ
ウドコンプライアンスでスキャンできます。オンプレミスの ONTAP 作業環境からデー
タを直接スキャンすることはできません。

が必要です "Cloud Manager に Cloud Compliance のインスタンスを導入済みである"。

手順

1. Cloud Manager で、オンプレミスの ONTAP クラスタと Cloud Volumes ONTAP の間に SnapMirror 関係
を作成します。
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a. "Cloud Manager でオンプレミスクラスタを検出"。

b. "オンプレミスの ONTAP クラスタとの間に、 SnapMirror レプリケーションを作成 Cloud Manager か
ら Cloud Volumes ONTAP にアクセスします"。

2. SMB ソースボリュームから作成された DP ボリュームの場合、 ONTAP CLI から、データアクセス用の
SMB デスティネーションボリュームを設定します。（データアクセスは Cloud Compliance から自動的に
有効になるため、 NFS ボリュームの場合は必要ありません）。

a. "デスティネーションボリュームに SMB 共有を作成"。

b. "デスティネーションボリュームの SMB 共有に適切な ACL を適用します"。

3. Cloud Manager から、 SnapMirror データが格納されている Cloud Volumes ONTAP 作業環境で Cloud

Compliance をアクティブ化します。

a. [ 作業環境（ Working Environments ） ] をクリックします。

b. SnapMirror データを含む作業環境を選択し、 * コンプライアンスを有効にする * をクリックします。

"Cloud Compliance の有効化に関するサポートが必要な場合は、ここをクリックしてください Cloud

Volumes ONTAP システム"。

c. _Scan Configuration_page の上部にある *Enable Access to DP volumes * ボタンをクリックします。

d. スキャンする各 DP ボリュームをアクティブ化するか、 * すべてのボリュームのコンプライアンスの
アクティブ化 * コントロールを使用して、すべての DP ボリュームを含むすべてのボリュームを有効
にします。

を参照してください "データ保護ボリュームをスキャンしています" DP ボリュームのスキャンの詳細について
は、を参照してください。

プライベートデータの可視化と管理を実現

組織内の個人データと機密性の高い個人データに関する詳細を表示することで、個人デ
ータを管理できます。また、データに含まれる Cloud Compliance のカテゴリとファイ
ルタイプを確認して、情報を可視化することもできます。

デフォルトでは、 Cloud Compliance ダッシュボードには、すべての作業環境とデータベースのコンプライア
ンスデータが表示されます。
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一部の作業環境のデータだけを表示する場合は、 それらの作業環境を選択します。

個人データ

Cloud Compliance は、データ内の特定の単語、文字列、パターン（ Regex ）を自動的に識別します。たとえ
ば、個人識別情報（ PII ）、クレジットカード番号、社会保障番号、銀行口座番号などです。 すべてのリスト
を参照してください。

一部のタイプの個人データについては、 Cloud Compliance は _ 近接性検証 _ を使用してその結果を検証しま
す。検証は、見つかった個人データに近接した 1 つまたは複数の定義済みキーワードを検索することによっ
て行われます。たとえば、 Cloud Compliance は米国を識別しますソーシャルセキュリティ番号（ SSN ）
は、 IT の横に近接語（ SSN_or_social security など）が表示されている場合、 SSN として表示されます。 

以下のリストを参照してください Cloud Compliance がプロキシミティ検証を使用する状況を示します。

個人データを含むファイルを表示する

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックし、 * Dashboard * タブをクリックします。

2. すべての個人データの詳細を調査するには、個人データの割合の横にあるアイコンをクリックします。
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3. 特定の種類の個人データの詳細を調べるには、 [ * すべて表示 * ] をクリックし、特定の種類の個人データ
の [ 結果の調査 * ] アイコンをクリックします。

418



4. 特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、 * 調査結果 * をクリックしてマスクされた情報を表示、ま
たはファイルリストをダウンロードして、データを調査します。

5. また、調査ページの内容をフィルタして、表示する結果のみを表示することもできます。トップレベルの
タブでは、ファイル（非構造化データ）またはデータベース（構造化データ）のデータを表示できます。

次に、作業環境、ストレージリポジトリ、カテゴリ、プライベートデータ、ファイルタイプに対するフィ
ルタを設定します。 最終変更日。 S3 オブジェクトの権限がパブリックアクセスに許可されているかどう
か。

個人データの種類

ファイルに含まれる個人データは、一般的な個人データまたは国 ID です。3 番目の列は、 Cloud Compliance

で使用されているかどうかを示します 近接性検証 識別子の調査結果を検証します。
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を入力します 識別子 近接性検証：

全般 E メールアドレス いいえ

クレジットカード番号 いいえ

IBAN 番号（国際銀行口座番号） いいえ
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を入力します 識別子 近接性検証：

国家識別番号 ベルギー ID （ Numero National ） はい。

ブラジル ID （ CPF ） はい。

ブルガリア語 ID （ UCN ） はい。

カリフォルニア州の運転免許証 はい。

クロアチア ID （ OIB ） はい。

キプロス税識別番号（ TIC ） はい。

チェコ語 / スロバキア語 ID はい。

デンマーク語 ID （ CPR ） はい。

オランダ語 ID （ BSN ） はい。

エストニア ID はい。

フィンランド ID （ HETU ） はい。

フランス税識別番号（ SPI ） はい。

ドイツの納税者番号（ Steuerliche Identifyikationsnummer ） はい。

ギリシャ ID はい。

ハンガリー語税識別番号 はい。

アイルランド ID （ PPS ） はい。

イスラエルの身分証明書 はい。

イタリアの税識別番号 はい。

ラトビア ID はい。

リトアニア ID はい。

ルクセンブルク iD はい。

マルタ ID はい。

ポーランド ID （ PESEL ） はい。

ポルトガル語税識別番号（ NIF ） はい。

ルーマニア語 ID （ CNP ） はい。

スロベニア語 ID （ EMSO ） はい。

南アフリカ ID はい。

スペイン語税識別番号 はい。

スウェーデン語 ID はい。

英国ID （ニーノ） はい。

米国社会保障番号（ SSN ） はい。
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機密性の高い個人データ

Cloud Compliance は、などのプライバシー規制に従って、機密性の高い特別な個人情報を自動的に識別しま
す "GDPR の第 9 、 10 記事"。たとえば、人の健康、民族の起源、性的指向に関する情報などです。 すべて
のリストを参照してください。

Cloud Compliance は、人工知能（ AI ）、自然言語処理（ NLP ）、機械学習（ ML ）、コグニティブコンピ
ューティング（ CC ）を使用して、スキャンするコンテンツの意味を理解し、エンティティを抽出してそれに
応じて分類します。

たとえば、機密性の高い GDPR データカテゴリの 1 つは民族起源です。クラウドコンプライアンスは、 NLP

の能力を備えているため、「ジョージ・メキシカン」（ GDPR の第 9 条で規定されている機密データを示す
）と「ジョージ・イメキシカン・フード」を読み取る文との違いを区別できます。

機密性の高い個人データをスキャンする場合は、英語のみがサポートされます。言語のサポー
トは、あとで追加されます。

機密性の高い個人データを含むファイルを表示する

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. 機密性の高い個人データの詳細を調べるには、個人データの割合の横にあるアイコンをクリックします。

3. 特定のタイプの機密個人データの詳細を調べるには、 [ * すべて表示 * ] をクリックし、特定のタイプの機
密個人データの [ 調査結果 * ] アイコンをクリックします。
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4. 特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、 * 調査結果 * をクリックしてマスクされた情報を表示、ま
たはファイルリストをダウンロードして、データを調査します。

機密性の高い個人データのタイプ

Cloud Compliance がファイルに保存できる機密性の高い個人データには、次のものがあります。

刑事手続きの参照

天然人の犯罪に関するデータ。

『民族リファレンス』を参照してください

自然な人の人種または民族の起源に関するデータ。

健全性リファレンス

自然な人の健康に関するデータ。

ICD-9-CM Medical Codes

医療および医療業界で使用されるコード。
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ICD-10-CM Medical Codes

医療および医療業界で使用されるコード。

哲学の信仰の参照

自然な人の哲学的信念に関するデータ。

宗教的信条参照

自然な人の宗教的信条に関するデータ。

性別生命または方向の参照

自然人の性生活や性的指向に関するデータ。

カテゴリ

Cloud Compliance は、スキャンしたデータをさまざまなタイプのカテゴリに分類します。カテゴリは、各フ
ァイルのコンテンツとメタデータの AI 分析に基づくトピックです。 カテゴリのリストを参照してください。

カテゴリを使用すると、保有している情報の種類を表示して、データの状況を把握することができます。たと
えば、履歴書や従業員契約などのカテゴリには機密データを含めることができます。結果を調査すると、従業
員契約が安全でない場所に保存されていることがわかります。その後、その問題を修正できます。

カテゴリでは英語のみがサポートされています。言語のサポートは、あとで追加されます。

カテゴリ別にファイルを表示します

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. メイン画面から上位 4 つのカテゴリのいずれかの * 調査結果 * アイコンを直接クリックするか、 * すべて
表示 * をクリックして、いずれかのカテゴリのアイコンをクリックします。
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3. 特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、 * 調査結果 * をクリックしてマスクされた情報を表示、ま
たはファイルリストをダウンロードして、データを調査します。

カテゴリのタイプ

Cloud Compliance では、次のようにデータが分類されます。

財務

• 貸借対照表

• 注文書

• 請求書

• 四半期ごとのレポート

時間

• バックグラウンドチェック

• 報酬プラン

• 従業員の契約
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• 従業員レビュー

• 健常性

• 再開します

法律

• NDAS

• ベンダー - お客様との契約

マーケティング

• キャンペーン

• 会議

処理

• 監査レポート

営業

• SO 番号

サービス

• RFI （ RFI ）

• RFP

• SOW の作成

• トレーニング

サポート

• 苦情やチケット

メタデータのカテゴリ

• アプリケーションデータ

• アーカイブファイル

• 音声

• ビジネスアプリケーションデータ

• CAD ファイル

• コード

• データベースおよびインデックス・ファイル

• デザインファイル（ Design Files ）

• E メールアプリケーションデータ

• 実行可能ファイル

• 財務アプリケーションデータ

• ヘルスアプリケーションデータ
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• イメージ

• ログ

• その他の文書

• その他のプレゼンテーション

• その他のスプレッドシート

• ビデオ

ファイルの種類

Cloud Compliance は、スキャンしたデータをファイルタイプ別に分類し、ファイルタイプを確認すると、特
定のファイルタイプが正しく保存されない可能性があるため、機密データを制御するのに役立ちます。 ファ
イルタイプのリストを参照してください。

たとえば ' 組織に関する非常に機密性の高い情報を含む CAD ファイルを保存する場合がありますセキュリテ
ィで保護されていない場合は、権限を制限するか、ファイルを別の場所に移動することで、機密データを制御
できます。

ファイルタイプを表示しています

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. メイン画面で上位 4 つのファイルタイプのうちの 1 つに対応する * 調査結果 * アイコンをクリックする
か、 * すべて表示 * をクリックして、任意のファイルタイプのアイコンをクリックします。
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3. 特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、 * 調査結果 * をクリックしてマスクされた情報を表示、ま
たはファイルリストをダウンロードして、データを調査します。

ファイルのタイプ

Cloud Compliance は、すべてのファイルをスキャンしてカテゴリやメタデータに関する分析情報を取得し、
ダッシュボードのファイルタイプセクションにすべてのファイルタイプを表示します。

しかし、 Cloud Compliance が個人識別情報（ PII ）を検出した場合、または dsar 検索を実行した場合、 .pdf

、 .DOCX 、 .DOC 、 .PPTX 、 .XLS 、 .XLSX 、 .csv 、 .TXT 、 .RTF 、および .json のファイル形式のみが
サポートされます。

特定の作業環境のデータを表示する

Cloud Compliance ダッシュボードの内容をフィルタリングして、すべての作業環境とデータベース、または
特定の作業環境のコンプライアンスデータを表示できます。

ダッシュボードをフィルタすると、 Cloud Compliance は選択した作業環境だけにコンプライアンスデータと
レポートをスコープします。

手順

1. フィルタドロップダウンをクリックし、データを表示する作業環境を選択して、 * 表示 * をクリックしま
す。
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見つかった情報の正確性

ネットアップでは、 Cloud Compliance によって識別される個人データと機密性の高い個人データの正確性を
100% 保証することはできません。必ずデータを確認して情報を検証してください。

以下の表は、ネットアップのテストに基づく、 Cloud Compliance が検出した情報の正確さを示しています。
精度 _ と _ リコール _ で分解します。

精度（ Precision ）

どのようなクラウドコンプライアンスが見つかったかが正しく特定された可能性。たとえば、個人データ
の正確な割合が 90% の場合、個人情報を含むと識別された 10 個中 9 個のファイルに個人情報が実際に含
まれていることを意味します。10 個のファイルのうち 1 個はフォールスポジティブです。

取り消し

クラウドコンプライアンスが何をすべきかを判断する確率。たとえば、個人データのリコール率が 70% の
場合、 Cloud Compliance では、実際に個人情報が含まれている 10 個中 7 個のファイルを識別できま
す。Cloud Compliance は、データの 30% を見逃すことになり、ダッシュボードには表示されません。
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Cloud Compliance は可用性が限定的にリリースされており、常に結果の正確さが向上しています。これらの
改善点は、今後の Cloud Compliance リリースで自動的に提供される予定です。

を入力します 精度（ Precision ） 取り消し

個人データ - 一般 90% ~ 95% 60% ～ 80%

個人データ - 国 ID 30% ~ 60% 40% ~ 60%

機密性の高い個人データ 80% ~ 95% 20% ~ 30%

カテゴリ 90% ~ 97% 60% ～ 80%

各ファイルリストレポート（ CSV ファイル）に含まれる内容

各調査ページから、特定されたファイルの詳細を含むファイルリスト（ CSV 形式）をダウンロードできま
す。10 、 000 件を超える結果がある場合は、上位 10 、 000 件のみがリストに表示されます。

各ファイルリストには、次の情報が含まれています。

• ファイル名

• 場所のタイプ

• 作業環境

• ストレージリポジトリ

• プロトコル

• ファイルパス

• ファイルタイプ

• カテゴリ

• 個人情報

• 機密性の高い個人情報

• 削除の検出日

削除の検出日は、ファイルが削除または移動された日付を示します。これにより、機密ファイルがいつ移
動されたかを識別できます。削除されたファイルは、ダッシュボードまたは [ 調査 ] ページに表示される
ファイル番号カウントの一部ではありません。ファイルは CSV レポートにのみ表示されます。

コンプライアンスレポートの表示

Cloud Compliance では、組織のデータプライバシープログラムのステータスをより詳し
く把握するために使用できるレポートが用意されています。

デフォルトでは、 Cloud Compliance ダッシュボードには、すべての作業環境とデータベースのコンプライア
ンスデータが表示されます。一部の作業環境のデータのみを含むレポートを表示する場合は、 それらの作業
環境を選択します。
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ネットアップでは、 Cloud Compliance によって識別される個人データと機密性の高い個人デ
ータの正確性を 100% 保証することはできません。必ずデータを確認して情報を検証してくだ
さい。

プライバシーリスク評価レポート

プライバシーリスクアセスメントレポートには、 GDPR や CCPA などのプライバシー規制に必要な、組織の
プライバシーリスクステータスの概要が記載されています。このレポートには次の情報が含まれます。

準拠ステータス

A 重要度スコア 機密性、個人、機密性の高い個人のいずれであっても、データの配信は可能です。

評価の概要

検出された個人データの種類とデータのカテゴリの内訳。

この評価のデータ主体

国 ID が見つかった場所別の人の数。

プライバシーリスク評価レポートの生成

コンプライアンスタブに移動してレポートを生成します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. [Reports] の下にある [* Privacy Risk Assessment* ] の横にあるダウンロードアイコンをクリックします。

結果

Cloud Compliance によって PDF レポートが生成され、必要に応じて他のグループに送信して確認できます。
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重要度スコア

Cloud Compliance は、次の 3 つの変数に基づいて、プライバシーリスク評価レポートの重大度スコアを計算
します。

• すべてのデータの個人データの割合。

• すべてのデータの機密性の高い個人データの割合。

• データ主体を含むファイルの割合。国 ID 、社会保障番号、税務 ID 番号などの国 ID によって決定されま
す。

スコアの決定に使用されるロジックは次のとおりです。

重要度スコア ロジック

0 3 つの変数はすべて 0% です

1. 変数の 1 つが 0% を超えています

2. 変数の 1 つが 3% を超えています

3. 2 つの変数が 3% を超えています

4. 3 つの変数が 3% を超えています

5. 変数の 1 つが 6% を超えています

6. 2 つの変数が 6% を超えています

7. 3 つの変数が 6% を超えています

8. 変数の 1 つが 15% を超えています

9. 2 つの変数が 15% を超えています

10. 3 つの変数が 15% を超えています

PCI DSS レポート

Payment Card Industry Data Security Standard （ PCI DSS ） Report は、クレジットカード情報のファイル
への配布を識別するのに役立ちます。このレポートには次の情報が含まれます。

概要

クレジットカード情報を含むファイル数と、作業環境。

暗号化

暗号化された作業環境または暗号化されていない作業環境にあるクレジットカード情報を含むファイルの
割合。この情報は Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。

ランサムウェアからの保護

ランサムウェアからの保護が有効になっている、または有効になっていない作業環境でのクレジットカー
ド情報を含むファイルの割合。この情報は Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。

保持

ファイルが最後に変更された期間。これは、クレジットカード情報を処理するよりも長く保持する必要が
ないために役立ちます。
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クレジットカード情報の配布

クレジットカード情報が見つかった作業環境、および暗号化とランサムウェアによる保護が有効になって
いるかどうか。

PCI DSS レポートの生成

コンプライアンスタブに移動してレポートを生成します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. [Reports] の下にある [PCI DSS Report*] の横にあるダウンロードアイコンをクリックします。

結果

Cloud Compliance によって PDF レポートが生成され、必要に応じて他のグループに送信して確認できます。

HIPAA レポート

Health Insurance Portability and Accountability Act （ HIPAA ：医療保険の携行性と責任に関する法律）レポー
トは、健康に関する情報を含むファイルを特定するのに役立ちます。このポリシーは、 HIPAA データプライ
バシー法に準拠するという組織の要件を支援するように設計されています。Cloud Compliance は、次の情報
を検索します。

• ヘルス参照パターン

• ICD-10-CM 医療コード

• ICD-9-CM 医療コード

• HR –健全性カテゴリ

• ヘルスアプリケーションデータカテゴリ

このレポートには次の情報が含まれます。
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概要

ヘルス情報が含まれているファイルの数と、作業環境。

暗号化

暗号化された作業環境または暗号化されていない作業環境にあるヘルス情報を含むファイルの割合。この
情報は Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。

ランサムウェアからの保護

ランサムウェアからの保護が有効になっている、または有効になっていない作業環境でのヘルス情報を含
むファイルの割合。この情報は Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。

保持

ファイルが最後に変更された期間。健常性の情報は、処理するまでに時間がかかることがないため、この
方法が便利です。

健康情報の配布

健常性の情報が見つかった作業環境、および暗号化とランサムウェアによる保護が有効になっているかど
うか。

HIPAA レポートの生成

コンプライアンスタブに移動してレポートを生成します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. [Reports] で、 [HIPAA Report] の横にあるダウンロードアイコンをクリックします。

結果

Cloud Compliance によって PDF レポートが生成され、必要に応じて他のグループに送信して確認できます。

434



レポートの作業環境を選択する

Cloud Compliance ダッシュボードの内容をフィルタリングして、すべての作業環境とデータベース、または
特定の作業環境のコンプライアンスデータを表示できます。

ダッシュボードをフィルタすると、 Cloud Compliance は選択した作業環境だけにコンプライアンスデータと
レポートをスコープします。

手順

1. フィルタドロップダウンをクリックし、データを表示する作業環境を選択して、 * 表示 * をクリックしま
す。

データ主体アクセス要求に応答します

データ主体アクセス要求（ dsar ）に応答するには、件名のフルネームまたは既知の識別
子（電子メールアドレスなど）を検索し、レポートをダウンロードします。このレポー
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トは、企業が GDPR や同様のデータプライバシー法を遵守する必要がある場合に役立
つように作成されています。

ネットアップでは、 Cloud Compliance によって識別される個人データと機密性の高い個人デ
ータの正確性を 100% 保証することはできません。必ずデータを確認して情報を検証してくだ
さい。

データ主体アクセス要求とは

欧州 GDPR などのプライバシー規制により、データ主体（お客様や従業員など）は個人データにアクセスす
る権利が付与されます。データ主体がこの情報を要求すると ' これは dsar ( データ主体アクセス要求 ) と呼ば
れます組織は、これらの要求に「期日前に」、受領後 1 か月以内に対応する必要があります。

クラウドコンプライアンスは、どのようにして顧客のニーズに対応するのに役立ちます
か？

データ主体検索を実行すると、そのユーザーの名前または ID を持つすべてのファイルが Cloud Compliance

によって検索されます。Cloud Compliance は、名前または識別子に関する最新のインデックス付け済みデー
タをチェックします。新しいスキャンは開始されません。

検索が完了したら、 Data Subject Access Request レポートのファイルリストをダウンロードできます。この
レポートでは、データから得た情報を集約して、利用者に返すことができる法的条件にします。

データ主体の検索とレポートのダウンロード

データ主体のフルネームまたは既知の識別子を検索し、ファイルリストレポートまたは dsar レポートをダウ
ンロードします。で検索できます "個人情報の種類"。

データ主体の名前を検索する場合は、英語のみがサポートされます。言語のサポートは、あとで追加されま
す。

現時点では、データベース内でのデータの件名検索はサポートされていません。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Cloud Compliance * をクリックします。

2. [ * データ主体 * ] をクリックします。

3. データ主体のフルネームまたは既知の識別子を検索します

次の例では、 name John doe: を検索しています。
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4. 次のいずれかのオプションを選択します。

◦ Download dsar Report: アクセス要求に対する正式な応答で、データ主体に送信できます。このレポ
ートには、データ主体に基づいて Cloud Compliance によって検出されたデータに基づいて自動的に
生成された情報が含まれます。この情報は、テンプレートとして使用するように設計されています。
データ主体に送信する前に、フォームに必要事項を記入して内部で確認してください。

◦ * 調査結果 * ：特定のファイルの検索、ソート、詳細の展開、およびファイルリストのダウンロードに
よってデータを調査できるページ。

10 、 000 件を超える結果がある場合は、ファイルリストに上位 10 、 000 件のみが表
示されます。

Cloud Compliance の無効化

必要に応じて、 Cloud Compliance のスキャンを停止することで、 1 つ以上の作業環境
やデータベースをスキャンすることができます。作業環境で Cloud Compliance を使用
する必要がなくなった場合は、 Cloud Compliance インスタンスを削除することもでき
ます。

作業環境のコンプライアンススキャンを非アクティブにします

スキャンを非アクティブ化すると、 Cloud Compliance はシステム上のデータをスキャンしなくなり、インデ
ックス付けされたコンプライアンス分析情報を Cloud Compliance インスタンスから削除します（作業環境ま
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たはデータベース自体のデータは削除されません）。

手順

_Scan Configuration_page で、をクリックします  ボタン"] ボタンをクリックして作業環境を選択し、 *

コンプライアンスの非アクティブ化 * をクリックします。

作業環境を選択するときに、サービスパネルから作業環境のコンプライアンススキャンを無効
にすることもできます。

Cloud Compliance インスタンスを削除しています

Cloud Compliance の使用が不要になった場合は、 Cloud Compliance インスタンスを削除できます。インス
タンスを削除すると、インデックス付きデータが存在する関連ディスクも削除されます。

ステップ

1. クラウドプロバイダのコンソールに移動して、 Cloud Compliance インスタンスを削除します。

インスタンスの名前は CloudCompliancy_with で、生成されたハッシュ（ UUID ）を連結しています。例
： _CloudCompliion-16bb6564-38ad-40802-9a92-36f5fd2f71c7

Cloud Compliance についての FAQ です

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

クラウドコンプライアンスとは

クラウドコンプライアンスとは、人工知能（ AI ）ベースのテクノロジを使用して、組織が Azure NetApp

Files 構成、 AWS または Azure でホストされる Cloud Volumes ONTAP システム、 Amazon S3 バケット、デ
ータベース全体にわたってデータコンテキストを把握し、機密データを特定できるよう支援するクラウドソリ
ューションです。

Cloud Compliance では、データプライバシーや機密性に関する新しいデータコンプライアンス規制（ GDPR

、 CCPA 、 HIPAA など）に対処するための事前定義されたパラメータ（機密情報の種類やカテゴリなど）が
提供されます。
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Cloud Compliance を使用すべき理由

Cloud Compliance では、データを通じて次のことを支援できます。

• データコンプライアンスやプライバシーの規制に準拠

• データ保持ポリシーに準拠

• GDPR 、 CCPA 、 HIPAA 、その他のデータプライバシー規制の要件に応じて、データ主体に応じて特定
のデータを容易に検索し、レポートを作成できます。

Cloud Compliance の一般的なユースケースを教えてください。

• 個人識別情報（ PII ）を識別します。

• GDPR および CCPA のプライバシー規制の要件に応じて、さまざまな機密情報の範囲を特定します。

• データプライバシーに関する新しい規制や今後の規制に対応できます。

"Cloud Compliance のユースケースについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

Cloud Compliance でスキャンできるデータの種類を教えてください。

Cloud Compliance では、 Cloud Volumes ONTAP と Azure NetApp Files で管理されている NFS プロトコルと
CIFS プロトコルを介した非構造化データのスキャンがサポートされます。Cloud Compliance では、 Amazon

S3 バケットに格納されているデータもスキャンできます。

また、 Cloud Compliance では、場所を問わずにデータベースをスキャンでき、 Cloud Manager で管理する
必要はありません。

"スキャンの仕組みを説明します"。

サポートされているクラウドプロバイダを教えてください。

Cloud Compliance は、 Cloud Manager の一部として機能し、現在は AWS と Azure をサポートしています。
これにより、異なるクラウドプロバイダ間で統一されたプライバシー可視性を実現できます。Google Cloud

Platform （ GCP ）のサポートがまもなく追加されます。

Cloud Compliance へのアクセス方法

Cloud Compliance の運用と管理には Cloud Manager を使用します。Cloud Compliance 機能には、 Cloud

Manager の * Compliance * タブからアクセスできます。

Cloud Compliance の仕組み

Cloud Compliance では、 Cloud Manager システムやストレージシステムと並行して、もう 1 つの人工知能レ
イヤを導入します。次に、ボリューム、バケット、およびデータベースのデータをスキャンし、見つかったデ
ータ分析のインデックスを作成します。

"Cloud Compliance の仕組みをご覧ください"。
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クラウドのコンプライアンスコストはいくらですか？

Cloud Compliance の使用コストは、スキャンするデータの量によって異なります。Cloud Compliance が
Cloud Manager ワークスペースでスキャンする最初の 1TB のデータは無料です。その後もデータのスキャン
を続行するには、 AWS または Azure Marketplace へのサブスクリプションが必要です。を参照してください
"価格設定" を参照してください。

Cloud Compliance はどのくらいの頻度でデータをスキャンしますか？

データが頻繁に変更されるため、 Cloud Compliance はデータに影響を与えることなくデータを継続的にスキ
ャンします。データの初回スキャンには時間がかかる場合がありますが、その後のスキャンでは差分変更のみ
がスキャンされるため、システムのスキャン時間が短縮されます。

"スキャンの仕組みを説明します"。

Cloud Compliance はレポートを提供しますか。

はい。Cloud Compliance から提供される情報は、組織内の他の関係者にも関係があるため、レポートを作成
して分析情報を共有することができます。

Cloud Compliance で使用できるレポートは次のとおりです。

プライバシーリスクアセスメントレポート

データからプライバシーに関する情報を収集し、プライバシーリスクスコアを取得します。 "詳細はこち
ら。"。

Data Subject Access Request レポート

データサブジェクトの特定の名前または個人 ID に関する情報を含むすべてのファイルのレポートを抽出で
きます。 "詳細はこちら。"。

PCI DSS レポート

クレジットカード情報のファイルへの配布を識別するのに役立ちます。 "詳細はこちら。"。

HIPAA レポート

健常性情報がファイルにどのように分散されているかを確認できます。 "詳細はこちら。"。

特定の情報タイプに関するレポート

個人データや機密性の高い個人データを含む、特定されたファイルの詳細を含むレポートを利用できま
す。カテゴリおよびファイルタイプ別に分類されたファイルを表示することもできます。 "詳細はこち
ら。"。

クラウドコンプライアンスに必要なインスタンスまたは VM のタイプはどれですか？

• Azure では、 Cloud Compliance は 512 GB ディスクの Standard_D16s_v3 VM で実行されます。

• AWS では、 Cloud Compliance は m5.Medin インスタンスで 500GB の gp2 ディスクを使用して実行され
ます。

m5.mcd を使用できない地域では、代わりに m4.mcd インスタンスに対して Cloud Compliance を実行し
ます。
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インスタンス / VM タイプの変更やサイズ変更はサポートされていません。指定したデフォルト
サイズを使用する必要があります。

"Cloud Compliance の仕組みをご覧ください"。

スキャンのパフォーマンスは変化しますか？

スキャンパフォーマンスは、クラウド環境のネットワーク帯域幅と平均ファイルサイズによって異なります。

サポートされているファイルタイプはどれですか。

Cloud Compliance は、すべてのファイルをスキャンしてカテゴリやメタデータに関する分析情報を取得し、
ダッシュボードのファイルタイプセクションにすべてのファイルタイプを表示します。

Cloud Compliance が個人識別情報（ PII ）を検出した場合、または dsar 検索を実行した場合は、 .pdf 、
.DOCX 、 .DOC 、 .PPTX 、 .XLS 、 .XLSX 、 .csv 、 .TXT 、 .RTF 、および .json のファイル形式のみがサ
ポートされます。

Cloud Compliance を有効にする方法

まず、 Cloud Manager に Cloud Compliance のインスタンスを導入する必要があります。インスタンスの実
行が完了したら、既存の作業環境およびデータベースでインスタンスを有効にするか、 * Compliance * タブ
から、または特定の作業環境を選択できます。

"開始方法をご確認ください"。

Cloud Compliance をアクティブにすると、最初のスキャンがすぐに開始されます。コンプライ
アンスの結果はすぐ後に表示されます。

Cloud Compliance を無効にする方法

個々の作業環境を選択したら、作業環境のページで Cloud Compliance を無効にすることができます。

"詳細はこちら。"。

Cloud Compliance インスタンスを完全に削除するには、クラウドプロバイダのポータルから
Cloud Compliance インスタンスを手動で削除します。

Cloud Volumes ONTAP でデータ階層化が有効になっている場合はどうなりますか。

コールドデータをオブジェクトストレージに階層化する Cloud Volumes ONTAP システムでは、クラウド準拠
を有効にすることができます。データの階層化が有効になっている場合、 Cloud Compliance は、ディスクに
格納されているすべてのデータと、オブジェクトストレージに階層化されたコールドデータをスキャンしま
す。

コンプライアンススキャンはコールドデータを加熱しません — コールドデータを保存し ' オブジェクトスト
レージに階層化します

441



クラウドコンプライアンスを使用してオンプレミスの ONTAP ストレージをスキャンで
きますか。

オンプレミスの ONTAP 作業環境から直接データをスキャンすることはできません。しかし、オンプレミスの
NFS または CIFS データを Cloud Volumes ONTAP 作業環境にレプリケートし、それらのボリュームで準拠を
アクティブ化することで、オンプレミスの ONTAP データをスキャンすることができます。Cloud Volumes

Service などのクラウドサービスを追加して、クラウドコンプライアンスをサポートする予定です。 

"詳細はこちら。"。

Cloud Compliance から組織に通知を送信できますか？

いいえ。ただし、組織内で共有できるステータスレポートはダウンロードできます。

組織のニーズに合わせてサービスをカスタマイズできますか。

Cloud Compliance は、設定不要でデータを分析します。これらの分析情報を抽出して、組織のニーズに活用
できます。

クラウドコンプライアンス情報を特定のユーザに制限できますか。

はい。 Cloud Compliance は Cloud Manager に完全に統合されています。Cloud Manager ユーザは、ワーク
スペースの権限に基づいて表示可能な作業環境の情報のみを表示できます。

また、特定のユーザに、 Cloud Compliance のスキャン結果の表示のみを許可し、 Cloud Compliance の設定
を管理する機能を付与しない場合は、 _Cloud Compliance Viewer_role というユーザを割り当てることができ
ます。

"詳細はこちら。"。
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リアルタイムのグローバルファイル共有を有効にし
ます

グローバルファイルキャッシュについて説明します

ネットアップのグローバルファイルキャッシュを使用すると、分散したファイルサーバ
のサイロをパブリッククラウドの 1 つの包括的なグローバルストレージ容量に統合でき
ます。これにより、グローバルにアクセス可能なファイルシステムがクラウド内に作成
され、すべてのリモートロケーションがローカルと同じように使用できるようになりま
す。

概要

グローバル・ファイル・キャッシュを実装すると ' 分散ストレージ・アーキテクチャとは異なり ' 一元的なス
トレージ・フットプリントが 1 つになりますこのアーキテクチャでは ' ローカル・データ管理 ' バックアップ '

セキュリティ管理 ' ストレージ ' インフラストラクチャの各領域に必要となります

の機能

グローバルファイルキャッシュでは、次の機能を使用できます。

• データをパブリッククラウドとに統合して一元管理できます エンタープライズクラスのストレージソリュ
ーションの拡張性とパフォーマンスを活用

• グローバルなユーザ向けに単一のデータセットを作成し、インテリジェントなファイルキャッシングを活
用して、グローバルなデータアクセス、コラボレーション、パフォーマンスを向上させます

• 自己維持型の自己管理キャッシュを利用して、データのコピーとバックアップを完全に排除できます。ロ
ーカルファイルキャッシュを使用してアクティブなデータをキャッシュし、ストレージをカット コスト

• を使用したグローバルネームスペースを通じて、ブランチロケーションから透過的にアクセスできます リ
アルタイムのセントラルファイルロック

グローバルファイルキャッシュの機能と使用例について詳しくは、こちらをご覧ください "こちらをご覧くだ
さい"。
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Global File Cache コンポーネント

グローバルファイルキャッシュは、次のコンポーネントで構成されています。

• グローバルファイルキャッシュ管理サーバ

• グローバルファイルキャッシュコア

• Global File Cache Edge （リモートサイトに導入）

グローバルファイルキャッシュコアインスタンスは、選択したバックエンドストレージプラットフォーム（
Cloud Volumes ONTAP 、 Cloud Volumes Service 、 Azure NetApp Files ）を使用してグローバルファイルキ
ャッシュファブリックを構築します。このファブリックを使用すると、非構造化データを単一のデータセット
に統合し、パブリッククラウド内の 1 つまたは複数のストレージプラットフォームに格納できます。

サポートされているストレージプラットフォーム

グローバルファイルキャッシュでサポートされるストレージプラットフォームは、選択する導入オプションに
よって異なります。

導入の自動化オプション

グローバルファイルキャッシュは、 Cloud Manager を使用して導入される場合、次のタイプの作業環境でサ
ポートされます。

• Azure の Cloud Volumes ONTAP

• AWS の Cloud Volumes ONTAP

この構成では、グローバルファイルキャッシュ管理サーバやグローバルファイルキャッシュコアなど、グロー
バルファイルキャッシュサーバ側の環境全体を Cloud Manager 内から導入して管理できます。

手動での導入オプション

グローバルファイルキャッシュの構成は、 Microsoft Azure 、 Google Cloud Platform 、または Amazon Web

Services パブリッククラウドストレージインフラにインストールされた Cloud Volumes ONTAP 、 Cloud
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Volumes Service 、または Azure NetApp Files でもサポートされます。オンプレミスソリューションは、ネ
ットアップの AFF プラットフォームと FAS プラットフォームでも利用できます。このインストールでは、
Cloud Manager ではなく、グローバルファイルキャッシュサーバ側のコンポーネントを手動で設定して導入
する必要があります。

を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください" を参照してください。

グローバルファイルキャッシュの仕組み

グローバルファイルキャッシュは、アクティブなデータセットをグローバルにリモートオフィスにキャッシュ
するソフトウェアファブリックを作成します。その結果、ビジネスユーザは透過的なデータアクセスを保証
し、グローバルな規模で最適なパフォーマンスを実現できます。

この例で使用されているトポロジは、ハブアンドスポークモデルで、リモートオフィス / ロケーションのネッ
トワークからクラウド内の 1 つの共通データセットにアクセスします。この例の重要なポイントは次のとお
りです。

• 一元化されたデータストア：

◦ Cloud Volumes ONTAP などのエンタープライズパブリッククラウドストレージプラットフォーム

• グローバルファイルキャッシュファブリック：

◦ 中央データストアをリモートロケーションに拡張します

◦ Global File Cache Core インスタンス。企業のファイル共有（ SMB ）にマウントします。

◦ 各リモートロケーションで実行されているグローバルファイルキャッシュエッジインスタンス。

◦ 中央データへのアクセスを提供する、各リモートサイトに仮想ファイル共有を提供します。

◦ インテリジェント・ファイル・キャッシュをカスタム・サイズの NTFS ボリューム（ D:\ ）でホスト
します

• ネットワーク構成：

◦ Multiprotocol Label Switching （ MPLS ）、 ExpressRoute 、または VPN 接続

• お客様の Active Directory ドメインサービスとの統合。

• グローバルネームスペースを使用するための DFS ネームスペース（推奨）。
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コスト

グローバルファイルキャッシュの使用コストは、選択したインストールのタイプによって異なります。

• すべてのインストール環境で、クラウド（ Cloud Volumes ONTAP 、 Cloud Volumes Service 、または
Azure NetApp Files ）に 1 つ以上のボリュームを導入する必要があります。その結果、選択したクラウド
プロバイダから料金が発生します。

• すべてのインストールで、クラウドに 2 つ以上の仮想マシン（ VM ）を導入する必要もあります。その結
果、選択したクラウドプロバイダから料金が発生します。

◦ グローバルファイルキャッシュ管理サーバ：

Azure では、これは、 27GB のプレミアム SSD を搭載した D2S_V3 または同等の（ vCPU 2 基 /

8GB の RAM ） VM 上で実行されます

AWS では、 127GB の汎用 SSD を搭載した m4.large インスタンスまたは同等のインスタンス（ 2

vCPU / 8GB RAM ）で実行されます

◦ グローバルファイルキャッシュコア：

Azure では、 D4s_V3 または 127GB の Premium SSD を搭載した同等の（ vCPU 4 基 / 16GB RAM

） VM で実行されます

AWS では、 127GB の汎用 SSD を搭載した m4.xlarge インスタンスまたは同等のインスタンス（ 4

vCPU / 16GB RAM ）で実行されます

• Cloud Volumes ONTAP を使用して Azure または AWS （サポート対象の構成を Cloud Manager を通じて
完全に導入）にインストールした場合、年間 3 、 000 ドル（ Global File Cache Edge インスタンスあた
り）がサイトあたりで発生します。

• 手動導入オプションを使用してインストールした場合、価格は異なります。コストの概要を確認するに
は、を参照してください "節約の可能性を計算します" または、グローバルファイルキャッシュソリューシ
ョンエンジニアに相談して、エンタープライズ環境に最適なオプションについて相談してください。

ライセンス

グローバルファイルキャッシュには、ソフトウェアベースのライセンス管理サーバ（ LMS ）が含まれていま
す。これにより、ライセンス管理を統合し、自動化されたメカニズムを使用してすべてのコアインスタンスと
エッジインスタンスにライセンスを導入できます。

データセンターまたはクラウドに最初のコアインスタンスを導入するときに、そのインスタンスを組織の
LMS として指定することができます。この LMS インスタンスは一度設定され、 HTTPS 経由でサブスクリプ
ションサービスに接続し、サブスクリプションの有効化時にサポート / 運用部門から提供されたカスタマー
ID を使用してサブスクリプションを検証します。この指定を行ったら、お客様 ID と LMS インスタンスの IP

アドレスを入力して、 Edge インスタンスを LMS に関連付けます。

追加の Edge ライセンスを購入するか、サブスクリプションを更新すると、サポート / 運用部門は、サイト数
やサブスクリプションの終了日など、ライセンスの詳細を更新します。LMS がサブスクリプションサービス
を照会すると、ライセンスの詳細が LMS インスタンスで自動的に更新され、 GFC Core インスタンスおよび
Edge インスタンスに適用されます。

を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください" ライセンスの詳細につ
いては、を参照してください。
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制限

• Cloud Manager でサポートされているバージョンのグローバルファイルキャッシュでは、中央ストレージ
として使用されるバックエンドストレージプラットフォームが、 Azure または AWS に Cloud Volumes

ONTAP のシングルノードまたは HA ペアを導入している作業環境である必要があります。

他のストレージプラットフォームやクラウドプロバイダは、現時点では Cloud Manager を使用してサポ
ートされていませんが、従来の導入手順を使用して導入することもできます。

Microsoft Azure 、 Google Cloud 、 AWS 上で Cloud Volumes ONTAP 、 Cloud Volumes Service 、 Azure

NetApp Files を使用するグローバルファイルキャッシュなどのその他の構成は、引き続き従来の手順を使用し
てサポートされます。を参照してください "グローバルファイルキャッシュの概要とオンボーディング" を参
照してください。

グローバルファイルキャッシュの導入を開始する前に

クラウドやリモートオフィスにグローバルファイルキャッシュを導入する前に、多くの
要件について理解しておく必要があります。

グローバルファイルキャッシュコアの設計上の考慮事項

必要に応じて、グローバルファイルキャッシュファブリックを作成するために、 1 つまたは複数のグローバ
ルファイルキャッシュコアインスタンスを配置する必要があります。Core インスタンスは、分散型グローバ
ルファイルキャッシュエッジインスタンスとデータセンターファイルサーバリソース（ファイル共有、フォル
ダ、ファイルなど）間のトラフィックコープとして機能するように設計されています。

グローバルファイルキャッシュの展開を設計する際には、環境に適した規模、リソースの可用性、および冗長
性を判断する必要があります。グローバルファイルキャッシュコアは、次の方法で展開できます。

• GFC コアスタンドアロンインスタンス

• GFC コア負荷分散設計（コールドスタンバイ）

を参照してください [サイジングガイドライン] Edge インスタンスの最大数と各構成でサポート可能な合計ユ
ーザ数を理解するには、次の手順を実行します。

エンタープライズ環境に最適なオプションについては、グローバルファイルキャッシュソリューションエンジ
ニアにお問い合わせください。

サイジングガイドライン

初期システムを構成する際には、サイジングに関するいくつかのガイドラインについて留意する必要がありま
す。システムを最適に使用するには、使用履歴が蓄積してからこれらの比率を再確認する必要があります。次
のようなものがあり

• グローバルファイルキャッシュのエッジ / コア比

• 分散ユーザー数 / グローバルファイルキャッシュエッジ比率

• 分散ユーザー / グローバルファイルキャッシュコア比率
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コアインスタンスごとのエッジインスタンスの数

このガイドラインでは、グローバルファイルキャッシュコアインスタンスごとに最大 10 個のエッジインスタ
ンスを推奨しています。グローバルファイルキャッシュコアインスタンスごとに最大 20 個のエッジを使用し
ます。これは、最も一般的なワークロードのタイプと平均ファイルサイズに大きく依存します。より一般的な
ワークロードでは、コアごとに Edge インスタンスを追加できますが、このような場合は、ファイルセットの
タイプとサイズに応じて、 Edge インスタンスと Core インスタンスの数を適切にサイジングするためにネッ
トアップサポートにお問い合わせください。

複数のグローバルファイルキャッシュエッジインスタンスとコアインスタンスを同時に利用し
て、要件に応じてインフラをスケールアウトできます。

Edge インスタンスごとの同時ユーザー数

Global File Cache Edge では、キャッシュアルゴリズムとファイルレベルの差分データの処理が大幅に増加し
ています。1 つのグローバルファイルキャッシュエッジインスタンスは、専用の物理エッジインスタンスあた
り最大 400 ユーザー、専用の仮想環境に最大 200 ユーザーを提供できます。これは、最も一般的なワークロ
ードのタイプと平均ファイルサイズに大きく依存します。より大規模なコラボレーションファイルタイプの場
合は、 Global File Cache Edge ごとの最大ユーザー数の 50% を目安にしてください（物理環境または仮想環
境によって異なります）。平均ファイルサイズが 1MB 未満の一般的な Office アイテムの場合は、 Global File

Cache Edge ごとに 100% ユーザーの上限に向かってガイドします（物理環境または仮想環境によって異なり
ます）。

Global File Cache Edge は、仮想インスタンスまたは物理インスタンス上で実行されているか
どうかを検出し、ローカル仮想ファイル共有への SMB 接続の数を最大 200 または 400 の同時
接続に制限します。

コアインスタンスあたりの同時ユーザー数

Global File Cache Core インスタンスは非常にスケーラブルで、 Core あたり 3,000 ユーザの同時ユーザ数を
推奨します。これは、最も一般的なワークロードのタイプと平均ファイルサイズに大きく依存します。

エンタープライズ環境に最適なオプションについては、グローバルファイルキャッシュソリューションエンジ
ニアにお問い合わせください。

前提条件

このセクションで説明する前提条件は、クラウドにインストールされているコンポーネント（ Global File

Cache Management Server および Global File Cache Core ）を対象としています。

グローバルファイルキャッシュエッジの前提条件について説明します "こちらをご覧ください"。

Cloud Manager インスタンス

Cloud Volumes ONTAP for Azure をストレージプラットフォームとして使用している場合は、最新のものに示
す権限が Cloud Manager に割り当てられていることを確認してください "Azure 向け Cloud Manager ポリシ
ー"。

新しく作成したインスタンスには、デフォルトで必要なすべての権限が付与されます。バージョン 3.8.7 （
2020 年 8 月 3 日）より前のバージョンでインスタンスを導入している場合は、これらの項目を追加する必要
があります。
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"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",

"Microsoft.Insights/Metrics/Read",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",

"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",

"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",

"Microsoft.Resources/deployments/delete",

ストレージプラットフォーム（ボリューム）

バックエンドストレージプラットフォームは、この場合、導入した Cloud Volumes ONTAP インスタンスで
SMB ファイル共有を提供します。グローバルファイルキャッシュを通じて公開される共有では、 NTFS 権限
によるアクセス権の制限を行いながら、 Everyone グループに共有レベルのフルコントロールを許可する必要
があります。

Cloud Volumes ONTAP インスタンスで SMB ファイル共有をセットアップしていない場合は、インストール
時に設定できるように次の情報を用意しておく必要があります。

• Active Directory ドメイン名、ネームサーバの IP アドレス、 Active Directory 管理者のクレデンシャル。

• 作成するボリュームの名前とサイズ、ボリュームを作成するアグリゲートの名前、および共有名。

ボリュームは、アプリケーション用のデータセットの合計数に対応できるだけの大きさであり、データセット
の拡張に合わせて拡張できることを推奨します。作業環境に複数のアグリゲートがある場合は、を参照してく
ださい "既存のアグリゲートの管理" をクリックして、新しいボリュームの空きスペースが最も多いアグリゲ
ートを確認します。

グローバルファイルキャッシュ管理サーバ

このグローバルファイルキャッシュ管理サーバでは、クラウドプロバイダサブスクリプションサービスに接続
して次の URL にアクセスするために、 HTTPS （ TCP ポート 443 ）経由の外部アクセスが必要です。

• "https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net"

• "https://talonlicensing.table.core.windows.net"

Global File Cache ソフトウェアが正常に動作するためには、 WAN 最適化デバイスまたはファイアウォール制
限ポリシーからこのポートを除外する必要があります。

グローバルファイルキャッシュ管理サーバーには、インスタンスの一意な ( 地理的な ) NetBIOS 名 (GFC-

MS1 など ) も必要です。

1 つの管理サーバで、異なる作業環境に配置された複数のグローバルファイルキャッシュコア
インスタンスをサポートできます。Cloud Manager から導入した場合、それぞれの作業環境に
専用のバックエンドストレージがあるため、同じデータを格納することはできません。

449

https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net
https://talonlicensing.table.core.windows.net


グローバルファイルキャッシュコア

このグローバルファイルキャッシュコアは、 TCP ポート範囲 6618-6630 でリッスンします。ファイアウォー
ルまたはネットワークセキュリティグループ（ NSG ）の設定によっては、インバウンドポートルールを使用
してこれらのポートへのアクセスを明示的に許可する必要があります。また、 Global File Cache ソフトウェ
アが正常に動作するためには、 WAN 最適化デバイスまたはファイアウォール制限ポリシーからこれらのポー
トを除外する必要があります。

グローバルファイルキャッシュコアの要件は次のとおりです。

• インスタンスの一意な（地理的な） NetBIOS 名 （ GFC-CORE1 など）

• Active Directory ドメイン名

◦ グローバルファイルキャッシュインスタンスが Active Directory ドメインに参加している必要がありま
す。

◦ グローバルファイルキャッシュインスタンスは、グローバルファイルキャッシュ固有の組織単位（
OU ）で管理し、継承された会社の GPO から除外する必要があります。

• サービスアカウント：このグローバルファイルキャッシュコアのサービスは、特定のドメインユーザーア
カウントとして実行されます。このアカウント（サービスアカウントとも呼ばれます）には、グローバル
ファイルキャッシュコアインスタンスに関連付けられる各 SMB サーバーに対して次の権限が必要です。

◦ プロビジョニングされたサービスアカウントはドメインユーザである必要があります。

ネットワーク環境における制限のレベルおよび GPO によっては、このアカウントにドメイン管理者権限が必
要になる場合があります。

• Run As a Service 権限が必要です。

• パスワードは「無期限」に設定する必要があります。

• アカウントオプションの [ 次回ログオン時にパスワードを変更する必要があります ] を無効にします ( オ
フ ) 。

• この機能は、バックエンドファイルサーバの組み込みの Backup Operators グループのメンバーである必
要があります（ Cloud Manager から導入すると自動的に有効になります）。

License Management Server の略

• グローバルファイルキャッシュライセンス管理サーバ（ LMS ）は、 Microsoft Windows Server 2016

Standard エディションまたは Datacenter エディション、または Windows Server 2019 Standard エディ
ションまたは Datacenter エディション（できればデータセンターまたはクラウドのグローバルファイル
キャッシュコアインスタンス上）で設定する必要があります。

• 別個の Global File Cache LMS インスタンスが必要な場合は、最新の Global File Cache ソフトウェアイン
ストールパッケージを初期状態の Microsoft Windows Server インスタンスにインストールする必要があり
ます。

• LMS インスタンスは、 HTTPS （ TCP ポート 443 ）を使用してサブスクリプションサービス（ Azure

Services/public internet ）に接続できる必要があります。

• コアインスタンスとエッジインスタンスは、 HTTPS （ TCP ポート 443 ）を使用して LMS インスタンス
に接続する必要があります。
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ネットワーキング

• ファイアウォール：グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスとコアインスタンスの間で TCP

ポートを許可する必要があります。

• グローバルファイルキャッシュ TCP ポート： 443 （ HTTPS ）、 6618 – 6630 。

• ネットワーク最適化デバイス（ Riverbed Steelhead など）は、グローバルファイルキャッシュ固有のポー
ト（ TCP 6618-6630 ）をパススルーするように構成する必要があります。

はじめに

Cloud Manager を使用して、グローバルファイルキャッシュ管理サーバおよびグローバ
ルファイルキャッシュコアソフトウェアを作業環境に導入します。

Cloud Manager を使用してグローバルファイルキャッシュを有効化

この構成では、グローバルファイルキャッシュ管理サーバとグローバルファイルキャッシュコアを、 Cloud

Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成したのと同じ作業環境に導入します。

見る "このビデオでは" をクリックして、最初から最後までのステップを確認してください。

クイックスタート

次の手順を実行すると、すぐに作業を開始できます。また、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認
することもできます。

 Cloud Volumes ONTAP を導入します

Azure または AWS に Cloud Volumes ONTAP を導入し、 SMB ファイル共有を設定詳細については、を参照
してください "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します" または "AWS での Cloud Volumes ONTAP の
起動"。

 グローバルファイルキャッシュ管理サーバーを展開します

グローバルファイルキャッシュ管理サーバのインスタンスを、 Cloud Volumes ONTAP のインスタンスと同じ
作業環境に導入します。

 グローバルファイルキャッシュコアを展開します

グローバルファイルキャッシュコアのインスタンスまたは複数のインスタンスを、 Cloud Volumes ONTAP の
インスタンスと同じ作業環境に展開し、 Active Directory ドメインに参加させます。

 グローバルファイルキャッシュのライセンスを取得します

グローバルファイルキャッシュコアインスタンスに、グローバルファイルキャッシュライセンス管理サーバ（
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LMS ）サービスを設定します。NSS のクレデンシャル、またはネットアップから提供されたお客様 ID を
使用して、サブスクリプションをアクティブ化する必要があります。

 グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを配置します

を参照してください "グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスの配置" グローバルファイルキャッ
シュエッジインスタンスを各リモートロケーションに配置するには、次の手順を実行します。この手順は、
Cloud Manager では実行されません。

ストレージプラットフォームとして Cloud Volumes ONTAP を導入

現在のリリースでは、 Azure または AWS に導入された Cloud Volumes ONTAP がグローバルファイルキャッ
シュでサポートされています。前提条件、要件、および導入手順の詳細については、を参照してください
"Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します" または "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"。

次のグローバルファイルキャッシュの追加要件に注意してください。

• SMB ファイル共有は Cloud Volumes ONTAP のインスタンスで設定する必要があります。

インスタンスに SMB ファイル共有が設定されていない場合は、グローバルファイルキャッシュコンポー
ネントのインストール時に SMB 共有を設定するように求められます。

作業環境でグローバルファイルキャッシュを有効にします

グローバルファイルキャッシュウィザードでは、以下に示すように、グローバルファイルキャッシュ管理サー
バーインスタンスおよびグローバルファイルキャッシュコアインスタンスを展開する手順を順を追って説明し
ます。

手順
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1. Cloud Volumes ONTAP を導入した作業環境を選択します。

2. サービスパネルで、 * GFC を有効にする * をクリックします。

3. 概要ページを読み、 * 続行 * をクリックします。

4. Cloud Volumes ONTAP インスタンスに使用可能な SMB 共有がない場合は、 SMB サーバおよび SMB 共
有の詳細を入力して共有を作成するように求められます。SMB 設定の詳細については、を参照してくだ
さい "ストレージプラットフォーム"。

完了したら、 * Continue * をクリックして SMB 共有を作成します。

5. Global File Cache Service ページで、展開する Global File Cache Edge インスタンスの数を入力し、シス
テムが Network Configuration and Firewall Rules 、 Active Directory の設定、および除外する Antivirus の
要件を満たしていることを確認します。を参照してください "前提条件" 詳細：
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6. 要件が満たされていること、またはこれらの要件を満たす情報があることを確認したら、 [* Continue （
続行） ] をクリックします。

7. グローバルファイルキャッシュ管理サーバー VM へのアクセスに使用する管理者資格情報を入力し、 *

GFC サービスを有効にする * をクリックします。Azure の場合はユーザ名およびパスワードとしてクレデ
ンシャルを入力し、 AWS の場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM / インスタンス名を
変更できます。
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8. グローバルファイルキャッシュ管理サービスが正常に展開されたら、 [* 続行 ] をクリックします。

9. Global File Cache Core の場合、 Active Directory ドメインに参加するための管理者ユーザクレデンシャル
とサービスアカウントユーザクレデンシャルを入力します。[* Continue （続行） ] をクリックします。

◦ グローバルファイルキャッシュコアインスタンスは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスと同じ
Active Directory ドメインに配置する必要があります。

◦ サービスアカウントはドメインユーザであり、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの
BUILTIN\Backup Operators グループに含まれます。
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10. グローバルファイルキャッシュコア VM へのアクセスに使用する管理者資格情報を入力し、 * GFC コアの
展開 * をクリックします。Azure の場合はユーザ名およびパスワードとしてクレデンシャルを入力し、
AWS の場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM / インスタンス名を変更できます。
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11. グローバルファイルキャッシュコアが正常に展開されたら、 * ダッシュボードへ移動 * をクリックしま
す。

ダッシュボードには、管理サーバインスタンスとコアインスタンスが * オン * で動作していることが示されて
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います。

グローバルファイルキャッシュのインストールのライセンスを取得します

グローバルファイルキャッシュを使用する前に、グローバルファイルキャッシュコアインスタンス上でグロー
バルファイルキャッシュライセンス管理サーバ（ LMS ）サービスを設定する必要があります。NSS のクレデ
ンシャル、またはお客様の ID をネットアップに伝えて、サブスクリプションをアクティブ化する必要があり
ます。

この例では、パブリッククラウドに展開したばかりのコアインスタンスに LMS サービスを設定します。これ
は、 LMS サービスをセットアップする 1 回限りのプロセスです。

手順

1. 次の URL を使用して、グローバルファイルキャッシュコア（ LMS サービスとして指定するコア）の
[Global File Cache License Registration] ページを開きます。<IP_address> _ をグローバルファイルキャ
ッシュコアの IP アドレスに置き換えます。https://<ip_address>/lms/api/v1/config/lmsconfig.html[]

2. 続行するには、 [Continue to this website (not recommended)] をクリックします。LMS を設定したり、既
存のライセンス情報を確認したりできるページが表示されます。

3. [On-Premise LMS] または [Cloud MS] を選択して、登録モードを選択します。

◦ 「 On-Premise LMS 」は、ネットアップサポートから顧客 ID を受け取った既存または試用版のお客
様に使用されます。

◦ 「 Cloud MS 」は、 NetApp Global File Cache Edge ライセンスをネットアップまたは認定パートナー
から購入し、ネットアップのクレデンシャルを取得しているお客様に使用されます。

4. Cloud MS の場合は、 * Cloud MS * をクリックし、 NSS 資格情報を入力して、 * Submit * をクリックし
ます。
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5. オンプレミス LMS の場合は、 * オンプレミス LMS * をクリックし、顧客 ID を入力して、 * LMS の登録 *

をクリックします。

次の手順

構成をサポートするために複数のグローバルファイルキャッシュコアを導入する必要があると判断した場合
は、ダッシュボードで * コアインスタンスの追加 * をクリックし、導入ウィザードに従います。

コアの導入を完了したら、を実行する必要があります "グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを
配置します" 各リモートオフィスに配置できます。

コアインスタンスを追加導入します

多数の Edge インスタンスがあるために複数の Global File Cache Core をインストールする必要がある構成の
場合は、作業環境に別の Core を追加できます。

Edge インスタンスを配置する場合は、最初のコアに接続するように一部を設定し、他のコアを 2 番目のコア
に接続するように設定します。両方のコアインスタンスが作業環境内の同じバックエンドストレージ（ Cloud
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Volumes ONTAP インスタンス）にアクセスします。

1. グローバルファイルキャッシュダッシュボードで、 * コアインスタンスの追加 * をクリックします。

2. Active Directory ドメインに参加するための管理者ユーザクレデンシャルとサービスアカウントユーザクレ
デンシャルを入力します。[* Continue （続行） ] をクリックします。

◦ グローバルファイルキャッシュコアインスタンスは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスと同じ
Active Directory ドメインに存在する必要があります。

◦ サービスアカウントはドメインユーザであり、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの
BUILTIN\Backup Operators グループに含まれます。

3. グローバルファイルキャッシュコア VM へのアクセスに使用する管理者資格情報を入力し、 * GFC コアの
展開 * をクリックします。Azure の場合はユーザ名およびパスワードとしてクレデンシャルを入力し、
AWS の場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM 名を変更することができます。
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4. グローバルファイルキャッシュコアが正常に展開されたら、 * ダッシュボードへ移動 * をクリックしま
す。

ダッシュボードには、作業環境の 2 番目のコアインスタンスが反映されます。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスの展開を開
始する前に

グローバルファイルキャッシュエッジソフトウェアをリモートオフィスにインストール
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する前に、多くの要件について理解しておく必要があります。

必要なリソースをダウンロード

ブランチオフィスで使用するグローバルファイルキャッシュ仮想テンプレート、ソフトウェアインストールパ
ッケージ、およびその他の参照ドキュメントをダウンロードします。

• Windows Server 2016 仮想テンプレート：

"NetApp GFC を含む Windows Server * 2016.OVA （ VMware vSphere 6.5 以降）"

"NetApp GFC を含む Windows Server 2016-0x （ Microsoft Hyper-V ）"

• Windows Server 2019 仮想テンプレート：

"Windows Server 206.OVA （ NetApp GFC を含む）（ VMware vSphere 6.5 以降）"

"NetApp GFC （ Microsoft Hyper-V ）を含む Windows Server 19VHDX"

• グローバルファイルキャッシュエッジソフトウェア：

"NetApp GFC ソフトウェア（ .EXE ）"

• グローバルファイルキャッシュのドキュメント：

"『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"

グローバルファイルキャッシュエッジの設計と導入

要件によっては、ブランチオフィスでの同時ユーザーセッションに基づいて、 1 つまたは複数のグローバル
ファイルキャッシュエッジインスタンスを配置する必要があります。Edge インスタンスは、ブランチオフィ
ス内のエンドユーザに仮想ファイル共有を提供します。これは、関連付けられた Global File Cache Core イン
スタンスから透過的に拡張されています。グローバルファイルキャッシュエッジには、ブランチオフィス内の
キャッシュされたファイルを含む「 d:\`NTFS ボリューム」が含まれている必要があります。

グローバルファイルキャッシュエッジについては、を理解することが重要です "サイジングガ
イドライン"。これは、グローバルファイルキャッシュの配置に適した設計を行うのに役立ちま
す。また、拡張性、リソースの可用性、および冗長性の観点から、環境に最適なものを決定す
る必要があります。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンス

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを導入する場合は、 Windows Server 2016 Standard

Edition または Datacenter Edition 、または Windows Server 2019 Standard Edition または Datacenter Edition

を導入するか、 Global File Cache の .OVA または「 .vhd 」テンプレートを使用して、単一の VM をプロビジ
ョニングする必要があります。 これには、 Windows Server オペレーティングシステム（任意選択）および
グローバルファイルキャッシュソフトウェアが含まれます。

クイックステップ

1. グローバルファイルキャッシュ仮想テンプレート、 Windows Server 2016 VM 、または Windows Server

2019 Standard エディションまたは Datacenter エディションを導入します。

2. VM がネットワークに接続され、ドメインに参加し、 RDP を介してアクセス可能であることを確認しま
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す。

3. 最新のグローバルファイルキャッシュエッジソフトウェアをインストールします。

4. Global File Cache Management Server および Core インスタンスを特定します。

5. グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを構成します。

グローバルファイルキャッシュエッジの要件

Global File Cache Edge は、 Windows Server 2016 および 2019 をサポートするすべてのプラットフォームで
機能するように設計されており、企業のリモートオフィスなどに IT を簡易化できます。さらに、グローバル
ファイルキャッシュは、既存のハードウェアインフラストラクチャ、仮想化、ハイブリッド / パブリッククラ
ウド環境に導入できます。ほとんどの場合、基本レベルの要件を満たすことができます。

Global File Cache Edge が最適に機能するには、次のハードウェアおよびソフトウェアリソースが必要です。
全体的なサイジングガイドラインの詳細については、を参照してください "サイジングガイドライン"。

強化されたサーバーアプライアンス

グローバルファイルキャッシュインストールパッケージを使用すると、任意の Microsoft Windows Server イ
ンスタンス上に強化されたソフトウェアアプライアンスが作成されます。_ グローバルファイルキャッシュパ
ッケージをアンインストールしないでください。グローバルファイルキャッシュをアンインストールすると、
サーバーインスタンスの機能に影響が及び、サーバーインスタンスの完全な再構築が必要になる場合がありま
す。

物理ハードウェアの要件

• 最低 4 個の CPU コア

• 16GB 以上の RAM

• 専用のシングルまたは冗長 1 Gbps NIC

• 10K RPM SAS HDD または SSD （推奨）

• ライトバックキャッシュ機能が有効になっている RAID コントローラ

仮想導入の要件

ハイパーバイザープラットフォームは、ストレージサブシステムの観点からはパフォーマンス低下の影響を受
けることがわかっています（レイテンシなど）。グローバルファイルキャッシュを使用してパフォーマンスを
最適化するには、 SSD を搭載した物理サーバインスタンスを推奨します。

仮想環境で最大限のパフォーマンスを実現するには、物理ホストの要件に加えて、次の要件とリソースリザベ
ーションを満たす必要があります。

Microsoft Hyper-V 2012 R2 以降：

• プロセッサ（ CPU ）： CPU は「 * 静的 * ：最小： 4 vCPU コア」として設定する必要があります。

• メモリ（ RAM ）：最小： 16 GB を * 静的 * として設定。

• ハードディスクのプロビジョニング：ハードディスクは * 固定ディスク * として構成する必要がありま
す。

VMware vSphere 6.x 以降：

463



• プロセッサ（ CPU ）： CPU サイクルの予約を設定する必要があります。最小構成： 4 個の vCPU コ
ア、 10 、 000 MHz

• メモリ（ RAM ）：最小： 16GB の予約。

• ハードディスクのプロビジョニング：

◦ ディスクプロビジョニングは「 * Thick provisioned Eager Zeroed * 」として設定する必要がありま
す。

◦ ハードディスク共有は「 * 高」に設定する必要があります。

◦ Microsoft Windows でグローバルファイルキャッシュドライブがリムーバブルとして表示されないよう
にするには、 vSphere Client を使用して devicing.hotplug を * False * に設定する必要があります。

• ネットワーク：ネットワークインターフェイスは VMXNET3 に設定する必要があります（ VM Tools が必
要です）。

グローバルファイルキャッシュは Windows Server 2016 および 2019 で動作するため、仮想化プラットフォ
ームではオペレーティングシステムをサポートする必要があります。また、 VM のゲストオペレーティングシ
ステムのパフォーマンスを向上させ、 VM Tools などの VM の管理を行うユーティリティと統合する必要があ
ります。

パーティションのサイジング要件

• C ： \- 最小 250GB （システム / ブートボリューム）

• D ： \ - 最小 1TB （グローバル・ファイル・キャッシュ・インテリジェント・ファイル・キャッシュ用の
個別データ・ボリューム * ）

• 最小サイズは、アクティブデータセットの 2 倍です。キャッシュボリューム（ D ： \ ）は拡張が可能で、
Microsoft Windows NTFS ファイルシステムの制限によってのみ制限されます。

グローバルファイルキャッシュインテリジェントファイルキャッシュのディスク要件

グローバルファイルキャッシュインテリジェントファイルキャッシュディスク（ D ： \ ）のディスクレイテ
ンシは、同時ユーザーあたり 0.5 ミリ秒未満の平均 I/O ディスクレイテンシと 1 MiBps のスループットを実現
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 "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

ネットワーキング

• ファイアウォール：グローバルファイルキャッシュエッジと管理サーバとコアインスタンスの間で TCP

ポートを許可する必要があります。

グローバルファイルキャッシュ TCP ポート： 443 （ HTTPS-LMS ）、 6618 ～ 6630 。

• ネットワーク最適化デバイス（ Riverbed Steelhead など）は、グローバルファイルキャッシュ固有のポー
ト（ TCP 6618-6630 ）をパススルーするように構成する必要があります。

クライアントワークステーションとアプリケーションのベストプラクティス

Global File Cache は、お客様の環境に透過的に統合されるため、ユーザは、クライアントワークステーショ
ンを使用して、エンタープライズアプリケーションを実行しながら、集中管理されたデータにアクセスできま
す。グローバルファイルキャッシュを使用すると、データには直接ドライブマッピングまたは DFS 名前空間

464

https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf


を介してアクセスできます。グローバルファイルキャッシュファブリック、インテリジェントファイルキャッ
シング、およびソフトウェアの主な側面の詳細については、を参照してください "グローバルファイルキャッ
シュの展開を開始する前に" セクション。

最適なエクスペリエンスとパフォーマンスを確保するには、『グローバルファイルキャッシュユーザーガイ
ド』に記載されている Microsoft Windows クライアントの要件およびベストプラクティスに準拠することが重
要です。これは、すべてのバージョンの Microsoft Windows に適用されます。

詳細については、を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

ファイアウォールとアンチウイルスのベストプラクティス

グローバルファイルキャッシュは、最も一般的なウィルス対策アプリケーションスイートがグローバルファイ
ルキャッシュと互換性があるかどうかを検証するために相応の努力を払いますが、ネットアップでは、これら
のプログラムや関連する更新、サービスパック、変更によって発生する互換性の問題やパフォーマンス上の問
題については保証できず、責任も負いません。

グローバルファイルキャッシュは、グローバルファイルキャッシュが有効なインスタンス（コアまたはエッジ
）に監視ソリューションやアンチウイルスソリューションをインストールしたり、適用したりすることは推奨
しません。ソリューションをインストールするか、選択したか、またはポリシーに基づいて、次のベストプラ
クティスと推奨事項を適用する必要があります。一般的なウィルス対策スイートについては、の付録 A を参
照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

ファイアウォールの設定

• Microsoft ファイアウォール：

◦ ファイアウォールの設定をデフォルトのままにします。

◦ 推奨事項： Microsoft のファイアウォール設定とサービスはデフォルト設定の off のままにしておき、
標準のグローバルファイルキャッシュエッジインスタンスでは起動しないようにしてください。

◦ 推奨事項： Microsoft のファイアウォール設定とサービスはデフォルト設定の on のままにし、ドメイ
ンコントローラの役割も実行する Edge インスタンスに対して開始します。

• 企業ファイアウォール：

◦ グローバルファイルキャッシュコアインスタンスは TCP ポート 6618-6630 でリッスンし、グローバ
ルファイルキャッシュエッジインスタンスがこれらの TCP ポートに接続できることを確認します。

◦ グローバルファイルキャッシュインスタンスは、 TCP ポート 443 （ HTTPS ）上のグローバルファイ
ルキャッシュ管理サーバと通信する必要があります。

• グローバルファイルキャッシュ固有のポートをパススルーするように、ネットワーク最適化ソリューショ
ン / デバイスを設定する必要があります。

ウィルス対策のベストプラクティス

このセクションでは、グローバルファイルキャッシュを実行している Windows Server インスタンスでアンチ
ウイルスソフトウェアを実行する場合の要件について説明します。Global File Cache は、 Cylance 、 McAfee

、 Symantec 、 Sophos 、 Trend Micro 、 Kaspersky 、 Windows Defender など、一般的に使用されているウ
イルス対策製品を、 Global File Cache と組み合わせて使用してテストしています。

Edge アプライアンスにウィルス対策を追加すると、ユーザのパフォーマンスが 10~20% 低下
する可能性があります。

465

https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/NetApp%20GFC%20-%20User%20Guide.pdf


詳細については、を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

除外を設定します

ウイルス対策ソフトウェアまたはその他のサードパーティ製のインデックス付けまたはスキャンユーティリテ
ィでは、 Edge インスタンス上のドライブ D ： \ をスキャンしないでください。Edge サーバードライブ D:\

をスキャンすると、キャッシュネームスペース全体に対する多数のファイルオープン要求が発生します。これ
により、データセンターで最適化されているすべてのファイルサーバに対して、 WAN 経由でファイルがフェ
ッチされます。WAN 接続フラッディングおよび Edge インスタンス上の不要な負荷が発生すると、パフォー
マンスが低下します。

D:\ ドライブに加えて、一般に、次のグローバルファイルキャッシュディレクトリとプロセスをすべてのアン
チウイルスアプリケーションから除外する必要があります。

• C ： \Program Files\TalonFAST\`

• C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LMClientService.exe`

• C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LMServerService.exe`

• C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\Optimus.exe

• C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tafsexport.exe

• C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tafsutils.exe`

• C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\Tapp.exe`

• C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TFS.exe`

• C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TService.exe`

• C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TUM.exe`

• C ： \Program Files\TalonFAST\FastDebugLogs\`

• C:\Windows\System32\drivers\tfast.sys

• 「 \\?\\TafsMtP:\ 」または「 \\?\tafsMtPt*` 」

• \\Device\TalonCacheFS\`

• \\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\`

• \\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\*`

ネットアップサポートポリシー

グローバルファイルキャッシュインスタンスは、 Windows Server 2016 および 2019 プラットフォームで実
行されるプライマリアプリケーションとして、グローバルファイルキャッシュ専用に設計されています。グロ
ーバルファイルキャッシュには、ディスク、メモリ、ネットワークインターフェイスなどのプラットフォーム
リソースへの優先的なアクセスが必要であり、これらのリソースに高い負荷を与えることができます。仮想環
境では、メモリ / CPU の予約とハイパフォーマンスディスクが必要です。

• グローバルファイルキャッシュを展開するブランチオフィスの場合、グローバルファイルキャッシュを実
行するサーバ上でサポートされるサービスとアプリケーションは次のように制限されます。

◦ DNS/DHCP

◦ Active Directory ドメインコントローラ （グローバルファイルキャッシュは別のボリュームに配置する
必要があります）
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◦ プリントサービス

◦ Microsoft System Center Configuration Manager （ SCCM ）

◦ Global File Cache が承認したクライアント側システムエージェントとウィルス対策アプリケーション

• ネットアップのサポートとメンテナンスはグローバルファイルキャッシュにのみ適用されます。

• データベースサーバやメールサーバなど、リソースを大量に消費する基幹業務生産性ソフトウェアはサポ
ートされていません。

• グローバルファイルキャッシュを実行しているサーバーにインストールされているグローバルファイルキ
ャッシュ以外のソフトウェアについては、お客様の責任となります。

◦ サードパーティ製のソフトウェアパッケージが原因で、ソフトウェアやリソースがグローバルファイ
ルキャッシュと競合したり、パフォーマンスが低下したりする場合は、グローバルファイルキャッシ
ュのサポート組織が、グローバルファイルキャッシュを実行しているサーバでソフトウェアを無効に
したり、削除したりするようにお客様に要求することがあります。

◦ Global File Cache アプリケーションを実行しているサーバに追加されたすべてのソフトウェアのイン
ストール、統合、サポート、アップグレードは、お客様の責任で行ってください。

• ウイルス対策ツールやライセンスエージェントなどのシステム管理ユーティリティ / エージェントは、共
存できます。ただし、前述のサポートされているサービスとアプリケーションを除き、これらのアプリケ
ーションはグローバルファイルキャッシュでサポートされていません。また、上記と同じガイドラインに
従う必要があります。

◦ 追加したソフトウェアのインストール、統合、サポート、アップグレードは、お客様の責任で行って
ください。

◦ お客様が、ソフトウェアまたはリソースがグローバルファイルキャッシュと競合したり、パフォーマ
ンスが低下したりする原因と思われるサードパーティ製ソフトウェアパッケージをインストールした
場合、グローバルファイルキャッシュのサポート組織がソフトウェアを無効化または削除する必要が
ある場合があります。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを展開しま
す

環境がすべての要件を満たしていることを確認したら、各リモートオフィスにグローバ
ルファイルキャッシュエッジソフトウェアをインストールします。

作業を開始する前に

グローバルファイルキャッシュエッジの設定作業を完了するには、次の情報が必要です。

• 各グローバルファイルキャッシュインスタンスの静的 IP アドレス

• サブネットマスク

• ゲートウェイの IP アドレス

• 各グローバルファイルに割り当てる FQDN キャッシュサーバ

• DNS サフィックス（オプション）

• の管理ユーザのユーザ名とパスワード ドメイン

• 関連付けられたコアサーバの FQDN または IP アドレス
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• インテリジェントファイルキャッシュとして使用するボリューム。アクティブデータセットの 2 倍以上の
サイズを設定することを推奨します。これは NTFS 形式でフォーマットされ、「 D ： \ 」として割り当て
られている必要があります。

よく使用される TCP ポート

グローバルファイルキャッシュサービスで使用される TCP ポートがいくつかあります。デバイスはこれらの
ポート上で通信可能であり、 WAN 最適化デバイスまたはファイアウォール制限ポリシーから除外される必要
があります。

• グローバルファイルキャッシュライセンス TCP ポート： 443

• グローバルファイルキャッシュ TCP ポート： 6618-6630

グローバルファイルキャッシュ仮想テンプレートを展開します

仮想テンプレート (`.ova および `.vhd') イメージには ' グローバルファイルキャッシュソフトウェアの最新リ
リースが含まれています「 .ova 」テンプレートまたは「 .vhd 」仮想マシン（ VM ）テンプレートを使用して
グローバルファイルキャッシュを導入する場合は、このセクションで説明する手順を実行します。指定された
ハイパーバイザプラットフォームに '.ova または '.vhd' テンプレートを導入する方法を理解していることを前
提としています

リソースリザベーションを含む VM 環境設定が、に記載された要件に適合していることを確認します "仮想導
入の要件"。

手順

1. ダウンロードしたテンプレートからパッケージを展開します。

2. 仮想テンプレートを導入します。導入を開始する前に、次のビデオを参照してください。

◦ "VMware に仮想テンプレートを導入します"

◦ "仮想テンプレートを Hyper-V に導入します"

3. 仮想テンプレートを導入し、 VM を設定したら、 VM を起動します。

4. 初回ブート時、 Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムの初回使用準備が完了した
ら、正しいドライバをインストールし、該当するハードウェアに必要なコンポーネントをインストールす
ることで、すぐに使用できる環境を実現します。

5. グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスのベースインストールが完了すると、 Windows

Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムの初期設定ウィザードに従って、ローカリゼーショ
ンやプロダクトキーなどのオペレーティングシステムの仕様を設定できます。

6. 初期設定ウィザードが完了したら、次のクレデンシャルを使用して Windows Server 2016 または 2019 オ
ペレーティングシステムにローカルでログインします。

◦ ユーザ名： * FASTAdmin*

◦ パスワード： * Tal0nFAST!*

7. Windows Server VM を構成し、組織の Active Directory ドメインに参加して、グローバルファイルキャッ
シュエッジ構成セクションに進みます。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを構成します

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスは、グローバルファイルキャッシュコアに接続して、ブラ
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ンチオフィスのユーザにデータセンターファイルサーバリソースへのアクセスを提供します。

設定を開始する前に、 Cloud Volumes ONTAP 環境の一部として Edge インスタンスのライセ
ンスを取得しておく必要があります。を参照してください "ライセンス" ライセンスの詳細につ
いては、を参照してください。

多数の Edge インスタンスがあるために複数のグローバルファイルキャッシュコアをインストールする必要が
ある構成の場合は、一部の Edge インスタンスを最初の Core に接続し、他の Edge インスタンスを 2 番目の
Core に接続するように構成します。正しい Core インスタンスの FQDN または IP アドレス、およびその他の
必要な情報があることを確認します。

Edge インスタンスを設定するには、次の手順を実行します。

手順

1. Initial Configuration Assistant の「 Edge Configuration Steps 」セクションに記載されているチェックされ
ていない Core Configuration ステップの横にある * Perform * をクリックします。新しいタブ GFC Edge

が開き、セクション _Core インスタンス _ が表示されます。

2. グローバルファイルキャッシュコアサーバのクラウドファブリック ID * を提供します。通常、クラウドフ
ァブリック ID は、バックエンドファイルサーバの NetBIOS 名または地理的な場所です。

3. グローバルファイルキャッシュコアサーバの * FQDN/IP アドレス * を指定します。

a. （任意） [SSL] ボックスをオンにして、 Edge から Core への拡張暗号化のための SSL サポートを有
効にします。

b. ユーザー名とパスワードを入力します。これは、 Core で使用されるサービスアカウントの資格情報
です。

4. Add * をクリックして、 Global File Cache Core アプライアンスの追加を確認します。確認のボックスが
表示されます。[OK] をクリックして閉じます。
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Global File Cache Edge ソフトウェアを更新します

グローバルファイルキャッシュでは、ソフトウェアのアップデート（パッチ、拡張機能、新機能）が頻繁にリ
リースされます。仮想テンプレート（「 .ova 」および「 .vhd 」）イメージには、 Global File Cache ソフト
ウェアの最新リリースが含まれていますが、新しいバージョンを NetApp Support Download ポータルで入手
できる可能性があります。

グローバルファイルキャッシュインスタンスが最新バージョンであることを確認します。

このソフトウェアパッケージは、 Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition または
Datacenter Edition 、 Windows Server 2019 Standard Edition または Datacenter Edition 上の初
期状態のインストールにも使用できます。また、アップグレード戦略の一環として使用するこ
ともできます。

Global File Cache インストールパッケージを更新するために必要な手順は、次のとおりです。

手順

1. 最新のインストールパッケージを目的の Windows Server インスタンスに保存したら、それをダブルクリ
ックしてインストール実行可能ファイルを実行します。

2. 「 * 次へ * 」をクリックして処理を続行します。

3. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。

4. ライセンス契約に同意し、 [ 次へ ] をクリックします。

5. 目的のインストール先の場所を選択します。

デフォルトのインストール場所を使用することを推奨します。

6. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。

7. スタートメニューフォルダを選択します。

8. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。

9. 必要なインストールパラメータを確認し、 * Install * をクリックしてインストールを開始します。

インストールプロセスが実行されます。

10. インストールが完了したら、プロンプトが表示されたらサーバをリブートします。

次の手順

グローバルファイルキャッシュエッジの高度な設定の詳細については、を参照してください "『 NetApp

Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

エンドユーザトレーニング

グローバルファイルキャッシュを介して共有ファイルにアクセスするためのベストプラ
クティスについて、ユーザーにトレーニングを行います。

これは、グローバルファイルキャッシュの展開の最終フェーズであり、エンドユーザーの実装フェーズです。

エンドユーザのオンボーディングプロセスを準備して合理化するには、以下の電子メールテンプレートを使用
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して、エンドユーザに「中央データ」環境での作業の意味を説明します。これにより、ユーザーはグローバル
ファイルキャッシュソリューションのすべての利点を活用できます。また、必要に応じて「トレーニング」ユ
ーザに共有できるビデオも公開しています。

次のリソースをカスタマイズしてエンドユーザーに転送し、ロールアウトの準備をします。

• ユーザートレーニングのビデオ"エンドユーザ向けトレーニングビデオ"

• 電子メールテンプレート"MAC メールテンプレート（ .emltpl)"

"Windows 電子メールテンプレート (.msg)"

• オンボーディングコミュニケーション"Word 文書 (.docx)"

の第 12 章を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください" を参照して
ください。

追加情報

グローバルファイルキャッシュおよびその他のネットアップ製品の詳細については、次
のリンクを参照してください。

• グローバルファイルキャッシュに関する FAQ

◦ よくある質問とその回答のリストを参照してください "こちらをご覧ください"

• "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"

• ネットアップの製品マニュアル

◦ ネットアップのクラウド製品に関するその他のドキュメントを参照してください "こちらをご覧くださ
い"

◦ すべてのネットアップ製品の追加ドキュメントを参照 "こちらをご覧ください"

• Cloud Volumes ONTAP を使用したグローバルファイルキャッシュユーザに対するカスタマーサポート
は、次のチャネルを介して利用できます。

◦ Guided Problem Solving 、ケース管理、ナレッジベース、ダウンロード、ツールなどを開始できます
"こちらをご覧ください"

◦ ネットアップサポートにログインします https://mysupport.netapp.com NSS のクレデンシャルを使用
します

◦ P1 問題の迅速なサポートについては、 +1 856.481.3990 （オプション 2 ）までお電話ください。

• クラウドボリュームサービスと Azure NetApp Files を利用しているグローバルファイルキャッシュユーザ
を対象としたカスタマーサポートは、プロバイダからの標準サポートを通じて利用できます。Google カ
スタマーサポートまたは Microsoft カスタマーサポートにそれぞれお問い合わせください。
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クラウドコンピューティングのコストを最適化

コンピューティングサービスの詳細については、こちらをご覧
ください

を活用して "SPOT の Cloud Analyzer サービス"Cloud Manager を使用すると、クラウド
コンピューティング関連のコストを高水準で分析し、削減可能なコストを特定すること
ができます。

Cloud Analyzer は、高度な分析を使用してクラウドコストを可視化し、分析するクラウドインフラ管理ソリュ
ーションです。ここでは、これらのコストを最適化する方法を示し、数回クリックするだけで、 Spot の継続
的な最適化製品ポートフォリオを使用して最適化を実装できます。

の機能

• 月の現在のコスト、月あたりの予測コスト、および節約損失を表示するコスト分析

• 推定される追加の削減額を含む、アカウント別の支出効率のビュー

• 詳細については、スポットの Cloud Analyzer へのリンクを参照してください すべてのアカウントの支出
について

サポートされているクラウドプロバイダ

このサービスは AWS でサポートされています。

コスト

Cloud Manager でこのサービスを使用するコストは発生しません。

Cloud Analyzer と Cloud Manager の相互運用性

Cloud Analyzer と Cloud Manager の統合の概要は次のようになります。

1. [ * Compute * ] をクリックして、 AWS マスター支払いアカウントを接続します。

2. ネットアップでは、お客様の環境を次のように設定し

a. Spot プラットフォームで組織を作成します。

b. お客様を歓迎する E メールを Spot に送信します。

Cloud Central と Cloud Manager で使用するのと同じシングルサインオンクレデンシャルを使用し
て、スポットサービスにログインできます。

c. Cloud Analyzer が AWS アカウントデータの処理を開始します。

3. Cloud Manager のコンピューティングページが更新され、情報に基づいて、クラウドの過去、現在、将来
のコストに関する分析情報が表示されます。

4. 任意のタイミングで [* Get Full Analysis] をクリックすると、 Spot の Cloud Analyzer が表示され、クラウ
ド関連の支出と削減効果を詳細に分析できます。
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データセキュリティ

Cloud Analyzer データは保存中に暗号化され、どのアカウントのクレデンシャルも保存されません。

クラウドコンピューティングコストの最適化を始めましょう

AWS アカウントを接続し、分析結果を確認して、クラウドコンピューティングのコスト
を最適化しましょう。

Cloud Analyzer を AWS アカウントに接続します

[ * Compute * ] をクリックして、 AWS 支払いアカウントに接続します。

手順

1. [ * 計算（ Compute ） ] をクリックする。

2. Add AWS Credentials to Start * をクリックします。

3. ページの手順に従って AWS アカウントを接続します。

a. AWS マスター支払いアカウントにログインします。

b. AWS アカウントのコストと使用状況に関するレポートを設定します。

c. CloudFormation テンプレートを実行します。

d. スポットロール配線を貼り付けます。

"これらの手順の詳細を確認してください"。
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結果

Cloud Analyzer が AWS アカウントデータの処理を開始します。複数のアカウントがある場合、 Cloud

Analyzer はマスター支払いアカウントの下にあるすべてのリンクされたアカウントの読み取り専用機能で開
始します。これらのアカウントの節約の可能性に関する詳細を確認するには、これらのアカウントを接続する
必要があります。このプロセスの詳細については、以下のセクションを参照してください。

コンピューティングコストを分析

Cloud Analyzer でアカウントデータが処理されると、過去、現在、将来のクラウドコストに関する分析情報が
[ コンピューティング ] タブに表示されます。
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月から日までのコスト

現在の月の初めから現在までのワークロードの総コスト。

コストの予測

使用パターンの分析に基づいて月の終わりに予測されたコスト。

先週の未達成の節約

スポットインスタンスと予約の最適化を使用して、過去 7 日間に達成された削減効果。

上位の AWS アカウントによる効率化

推定される追加削減額の最大値に基づく上位 10 のアカウント。

各アカウントには、現在の削減量とその他の削減量に基づく削減率が割り当てられます。推定される追加
の削減量は、 SPOT インスタンスと予約済みインスタンスを利用してさらに節約できる量を示します。

アカウントをさらに最適化するには、次の操作を実行します。

• * 詳細を表示 * ： Spot の Cloud Analyzer でコスト最適化の機会を確認します。

• * 接続 * ：管理されていないアカウントを接続します。アカウントを接続するウィザードが表示されま
す。

上位の AWS アカウント

これは、コスト別の上位 10 件のアカウントを示す棒グラフです。グラフは過去 30 日間の支出アクティビ
ティに基づいています。

"で利用できる [ コスト分析  ページの詳細については、を参照してください Spot の Cloud Analyzer の略"^]。
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詳細な分析と推奨事項については、 Cloud Analyzer を参照してください

任意の時点で * フル解析を取得 * をクリックすると、チャートと解析、詳細な推奨事項、ユースケースの最適
化の内訳（コンテナ、 EL可塑 性アプリケーション、予約）などにアクセスできます。

Cloud Analyzer に表示される内容の例を次に示します。

ページを示すスクリーンショット。"]

• "詳細については、 Cloud Analyzer の製品ページをご覧ください 機能について"。

• "Cloud の使用方法については、 Spot のドキュメントを参照してください 分析装置"。
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データをクラウドに階層化

Cloud Tiering の詳細をご確認ください

ネットアップの Cloud Tiering Service は、アクセス頻度の低いデータをオンプレミスの
ONTAP クラスタからオブジェクトストレージに自動的に階層化することで、データセン
ターをクラウドへと拡張します。これにより、クラスタの貴重なスペースが解放され、
アプリケーションレイヤに変更を加えることなく、より多くのワークロードに対応でき
るようになります。Cloud Tiering を使用すると、データセンターのコストを削減し、
CAPEX モデルから OPEX モデルへの切り替えが可能になります。

Cloud Tiering サービスには、 FabricPool の機能が活用されています。FabricPool はネットアップデータファ
ブリックのテクノロジで、低コストのオブジェクトストレージへデータを自動で階層化することができます。
アクティブなデータはハイパフォーマンスの SSD に保持されますが、非アクティブなデータは低コストのオ
ブジェクトストレージに階層化され、 ONTAP のデータ効率は維持されます。

の機能

Cloud Tiering は、自動化、監視、レポート、共通の管理インターフェイスを提供します。

• 自動化により、データのセットアップと管理が容易になります オンプレミスの ONTAP クラスタからクラ
ウドへの階層化

• 単一のコンソールで、個別に行う必要がありません 複数のクラスタにわたって FabricPool を管理

• レポートには、アクティブなデータと非アクティブなデータの量が表示されます 各クラスタ

• 階層化の健常性ステータスを確認することで、問題を特定して修正できます そのような状況が発生したと
き

• Cloud Volumes ONTAP システムを使用している場合は、クラスタダッシュボードにこれらのシステムが
表示されるので、ハイブリッドクラウドインフラにおけるデータの階層化を完全に把握できます

Cloud Volumes ONTAP システムは、 Cloud Tiering から読み取り専用です。 "Cloud

Volumes ONTAP の階層化はで設定します Cloud Manager の作業環境"。

Cloud Tiering が提供する価値の詳細については、 "NetApp Cloud Central の Cloud Tiering ページを確認して
ください"。

Cloud Tiering を使用すると、ストレージ容量を大幅に削減できますが、バックアップソリュー
ションではありません。

サポートされているオブジェクトストレージプロバイダ

ONTAP クラスタから Amazon S3 、 Microsoft Azure Blob ストレージ、 Google Cloud Storage 、
StorageGRID （プライベートクラウド）にアクセス頻度の低いデータを階層化することができます。
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価格とライセンス

従量課金制のサブスクリプション、 FabricPool _ という ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を組み合
わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。ライセンスがない場合は、最初のクラスタ
で 30 日間の無償トライアルを利用できます。

データを StorageGRID に階層化する場合、料金は発生しません。BYOL ライセンスでも PAYGO 登録も必要
ありません。

"価格設定の詳細を表示します"。

30 日間の無償トライアルをご利用いただけます

FabricPool ライセンスがない場合は、最初のクラスタへの階層化を設定すると、 Cloud Tiering の 30 日間の
無償トライアルが開始されます。30 日間の無償トライアルの終了後は、従量課金制サブスクリプション、
FabricPool ライセンス、またはその両方を組み合わせて Cloud Tiering を購入する必要があります。

無償トライアルが終了し、ライセンスの登録や追加を行っていない場合、 ONTAP はオブジェクトストレージ
にコールドデータを階層化しなくなりますが、既存のデータには引き続きアクセスできます。

従量課金制のサブスクリプション

Cloud Tiering は、従量課金制モデルで使用量ベースのライセンスを提供します。クラウドプロバイダの市場
に登録すると、階層化されたデータに対して GB 単位の料金が発生します。前払い料金は発生しません。クラ
ウドプロバイダから月額料金で請求されます。

無償トライアルを利用されている場合や、お客様が独自のライセンスを使用（ BYOL ）されている場合も、
サブスクリプションを設定する必要があります。

• 登録すると、無料トライアルの終了後にサービスが中断されることがなくなります。

試用期間が終了すると、階層化したデータの量に応じて 1 時間ごとに課金されます。

• FabricPool ライセンスで許可されている数を超えるデータを階層化した場合、従量課金制サブスクリプシ
ョンでデータの階層化が続行されます。

たとえば、 10TB のライセンスがある場合、 10TB を超える容量はすべて従量課金制サブスクリプション
で課金されます。

無料トライアル期間中、または FabricPool ライセンスを超過していない場合は、従量課金制のサブスクリプ
ションから料金が請求されることはありません。

"従量課金制サブスクリプションの設定方法について説明します"。

お客様所有のライセンスを使用

ネットアップから ONTAP FabricPool ライセンスを購入して、お客様所有のライセンスを使用することができ
ます。タームベースライセンスまたは永久ライセンスを購入できます。

FabricPool ライセンスを購入したら、そのライセンスをクラスタに追加する必要があります。 "Cloud Tiering

から直接実行できます"。
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Cloud Tiering でライセンスをアクティブ化したあとに追加のアドオン容量を購入した場合、クラスタ上の
ライセンスは自動的に新しい容量で更新されます。新しいネットアップライセンスファイル（ NLF ）をクラ
スタに適用する必要はありません。

前述したように、クラスタに BYOL ライセンスがある場合でも、従量課金制のサブスクリプションを設定す
ることを推奨します。

mailto ： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ subject = ライセンス [ ライセンスの購入についてお問い合わせくだ
さい ]

Cloud Tiering の仕組み

クラウド階層化とは、 FabricPool テクノロジを使用して、オンプレミスの ONTAP クラスタからパブリック
クラウドまたはプライベートクラウドのオブジェクトストレージに、アクセス頻度の低いコールドデータを自
動的に階層化するネットアップマネージドサービスです。ONTAP への接続はコネクタから行われます。

次の図は、各コンポーネント間の関係を示しています。

Cloud Tiering の仕組みは次のとおりです。

1. オンプレミスクラスタは、 Cloud Manager から検出できます。

2. 階層化を設定するには、バケット / コンテナ、ストレージクラスまたはアクセス階層など、オブジェクト
ストレージの詳細を指定します。

3. Cloud Manager は、オブジェクトストレージプロバイダを使用するように ONTAP を設定し、クラスタ上
のアクティブなデータと非アクティブデータの量を検出します。

4. 階層化するボリュームとそれらのボリュームに適用する階層化ポリシーを選択します。

5. ONTAP は、アクセス頻度の低いデータをオブジェクトストアに階層化します。アクセス頻度の低いデー
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タとして扱われるしきい値に達するとすぐにアクセスを開始します（を参照） [ボリューム階層化ポリ
シー]）。

オブジェクトストレージ

各 ONTAP クラスタは、アクセス頻度の低いデータを 1 つのオブジェクトストアに階層化します。データの階
層化を設定するときに、新しいバケット / コンテナを追加するか、ストレージクラスまたはアクセス階層とと
もに既存のバケット / コンテナを選択するかを選択できます。

• "サポートされる S3 ストレージクラスについて説明します"

• "サポートされる Azure Blob アクセス階層の詳細については、こちらを参照して"

• "サポートされている Google Cloud ストレージクラスについて説明します"

ボリューム階層化ポリシー

階層化するボリュームを選択する場合は、各ボリュームに適用するボリューム階層化ポリシーを選択します。
階層化ポリシーは、ボリュームのユーザデータブロックをクラウドに移動するタイミングと、移動するかどう
かを決定します。

階層化ポリシーがありません

パフォーマンス階層内のボリュームのデータを保持し、クラウドに移動されないようにします。

コールドスナップショット（ Snapshot のみ）

ONTAP は、アクティブなファイルシステムと共有されていないボリューム内のコールドスナップショット
ブロックをオブジェクトストレージに階層化します。読み取られると、クラウド階層のコールドデータブ
ロックはホットになり、パフォーマンス階層に移動します。

データが階層化されるのは、アグリゲートの容量が 50% に達し、データがクーリング期間に達した場合の
みです。デフォルトのクーリング日数は 2 ですが、日数は調整できます。

パフォーマンス階層の容量が 70% を超える場合、クラウド階層からパフォーマンス階層へ
の書き込みは無効になります。この場合、ブロックはクラウド階層から直接アクセスされま
す。

コールドユーザデータ（自動）

ONTAP は、ボリューム内のすべてのコールドブロックをオブジェクトストレージに階層化します（メタデ
ータは含まれません）。コールドデータには、 Snapshot コピーだけでなく、アクティブなファイルシス
テムのコールドユーザデータも含まれます。

ランダムリードで読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはホットになり、パフォー
マンス階層に移動されます。インデックススキャンやウィルス対策スキャンに関連するようなシーケンシ
ャルリードで読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはコールドのままで、パフォー
マンス階層には書き込まれません。

データが階層化されるのは、アグリゲートの容量が 50% に達し、データがクーリング期間に達した場合の
みです。クーリング期間とは、ボリューム内のユーザデータがアクセス頻度の低い状態とみなされてオブ
ジェクトストアに移動されるまでの期間です。デフォルトのクーリング日数は 31 日ですが、日数は調整で
きます。

480



パフォーマンス階層の容量が 70% を超える場合、クラウド階層からパフォーマンス階層へ
の書き込みは無効になります。この場合、ブロックはクラウド階層から直接アクセスされま
す。

すべてのユーザデータ（すべて）

すべてのデータ（メタデータを除く）はすぐにコールドとしてマークされ、オブジェクトストレージにで
きるだけ早く階層化されます。ボリューム内の新しいブロックがコールドになるまで、 48 時間待つ必要は
ありません。「すべて」のポリシーが設定される前のボリュームにあるブロックは、コールドになるまで
48 時間かかります。

読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはコールドのままで、パフォーマンス階層に
書き戻されません。このポリシーは ONTAP 9.6 以降で使用できます。

この階層化ポリシーを選択する前に、次の点を考慮してください。

• データを階層化することで、ストレージ効率が即座に低下します（インラインのみ）。

• このポリシーは、ボリュームのコールドデータが変更されないことに確信がある場合にのみ使用して
ください。

• オブジェクトストレージがトランザクションではないため、変更されるとフラグメント化の効果が大
きくなります。

• データ保護関係のソースボリュームに「すべて」の階層化ポリシーを割り当てる前に、 SnapMirror 転
送の影響を考慮してください。

データはすぐに階層化されるため、 SnapMirror はパフォーマンス階層ではなくクラウド階層からデー
タを読み取ります。そのため、 SnapMirror 処理が遅くなります。別の階層化ポリシーを使用している
場合でも、 SnapMirror 処理の速度が遅くなる可能性があります。

すべての DP ユーザデータ（バックアップ）

データ保護ボリューム上のすべてのデータ（メタデータを除く）は、すぐにクラウド階層に移動されま
す。読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはコールドのままで、パフォーマンス階
層に書き戻されません（ ONTAP 9.4 以降）。

このポリシーは ONTAP 9.5 以前で使用できます。ONTAP 9.6 以降では、「すべて * 」の階
層化ポリシーに置き換えられています。

はじめに

オンプレミスの ONTAP クラスタから Amazon S3 へデータを階層化する

データを Amazon S3 に階層化することで、オンプレミスの ONTAP クラスタの空きスペ
ースを確保します。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering サービスが採用さ
れています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。
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 データを Amazon S3 に階層化する準備をします

次のものが必要です。

• ONTAP 9.2 以降を実行し、 Amazon S3 への HTTPS 接続を備えたオール SSD アグリゲートを含む AFF

または FAS システム。

• アクセスキーとを持つ AWS アカウント 必要な権限 つまり、 ONTAP クラスタはアクセス頻度の低いデー
タを S3 との間で階層化できます。

• AWS VPC またはオンプレミスにインストールされたコネクタ。

• ONTAP クラスタ、 S3 ストレージ、およびクラウド階層化サービスへのアウトバウンド HTTPS 接続を可
能にするコネクタのネットワーク。

 階層化をセットアップする

Cloud Manager で、オンプレミスの作業環境を選択し、 * 階層化の設定 * をクリックして、プロンプトに従っ
て Amazon S3 にデータを階層化します。

 ライセンスをセットアップする

無償トライアルの終了後、従量課金制のサブスクリプション、 ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を
組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。

• AWS Marketplace でサブスクライブするには、 * Tiering > Licensing * をクリックし、 * Subscribe * をク
リックして指示に従います。

• 階層化ライセンスを使用して費用を支払う場合は、 mailto:ng-cloud-tiering@netapp.com

?subject=Licensing [ 購入が必要な場合は当社にお問い合わせください ] の後 "Cloud Tiering から、クラス
タにノードを追加してください"。

要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備しま
す。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。
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コネクタと S3 の間の通信は、オブジェクトストレージのセットアップにのみ使用されます。
コネクタは、クラウドではなくオンプレミスに配置できます。

ONTAP クラスタの準備

データを Amazon S3 に階層化するときは、 ONTAP クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

サポートされている ONTAP プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされる ONTAP のバージョン

ONTAP 9.2 以降

クラスタネットワークの要件

• ONTAP クラスタが、ポート 443 から Amazon S3 への HTTPS 接続を開始します。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクト
ストレージが開始されることはなく、応答するだけです。

AWS Direct Connect を使用するとパフォーマンスが向上し、データ転送コストは削減されますが、
ONTAP クラスタと S3 の間では必要ありません。AWS Direct Connect を使用するとパフォーマンスが
大幅に向上するため、この方法を推奨します。

• AWS VPC または自社運用環境のコネクタからのインバウンド接続が必要です。

クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。
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• 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP

がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保する
ことができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付け
る IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム
IPspace です。

サポートされるボリュームとアグリゲート

クラウド階層化が可能なボリュームの総数は、 ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなる可能
性があります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。たとえば、
SnapLock ボリュームや MetroCluster 構成からはデータを階層化できません。については、 ONTAP のド
キュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。

Cloud Tiering は、 ONTAP 9.5 以降、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットア
ップは他のボリュームと同じように機能します。

コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。AWS S3 にデータを階層化する場合は、 AWS VPC

またはオンプレミスのコネクタを使用できます。新しいコネクタを作成するか、現在選択されているコネクタ
が AWS またはオンプレミスにあることを確認する必要があります。

• "コネクタについて説明します"

• "AWS でコネクタを作成する"

• "Connector ホストの要件"

• "既存の Linux ホストにコネクタをインストールします"

• "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。コネクタは、オンプレミスまたは AWS にイン
ストールできます。

手順

1. コネクタが取り付けられているネットワークで次の接続が有効になっていることを確認します。

◦ クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）

◦ ポート 443 から S3 への HTTPS 接続

◦ ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続

2. 必要に応じて、 S3 に対する VPC エンドポイントを有効にします。

ONTAP クラスタから VPC への Direct Connect または VPN 接続が確立されている環境で、コネクタと
S3 の間の通信を AWS 内部ネットワークのままにする場合は、 S3 への VPC エンドポイントを推奨しま
す。
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Amazon S3 を準備しています

新しいクラスタにデータ階層化を設定するときは、 S3 バケットを作成するか、コネクタが設定されている
AWS アカウントで既存の S3 バケットを選択するように求められます。

AWS アカウントには、 Cloud Tiering で入力できる権限とアクセスキーが必要です。ONTAP クラスタは、ア
クセスキーを使用して S3 との間でデータを階層化します。

手順

1. IAM ユーザに次の権限を付与します。

"s3:ListAllMyBuckets",

"s3:ListBucket",

"s3:GetBucketLocation",

"s3:GetObject",

"s3:PutObject",

"s3:DeleteObject"

"AWS ドキュメント：「 Creating a Role to Delegate Permissions to an IAM User"

2. アクセスキーを作成または検索します。

クラウド階層化は、 ONTAP クラスタにアクセスキーを渡します。クレデンシャルはクラウド階層化サー
ビスに保存されません。

"AWS ドキュメント：「 Managing Access Keys for IAM Users"

最初のクラスタから Amazon S3 へのアクセス頻度の低いデータの階層化

AWS 環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

必要なもの

• "オンプレミスの作業環境"。

• 必要な S3 権限を持つ IAM ユーザの AWS アクセスキー。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択

2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。
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これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。

4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。

a. * S3 Bucket * ：新しい S3 バケットを追加するか、 prefix_fabric-pool_ で始まる既存の S3 バケットを
選択し、 * Continue * をクリックします。

コネクタの IAM ポリシーではインスタンスが指定したプレフィックスのバケットに対して S3 処理を
実行できるため、 _fabric-pool_prefix が必要です。

たとえば、 S3 バケットに fabric-pool-AFF1 という名前を付けることができます。 AFF1 はクラスタの名
前です。

a. * ストレージクラス * ：データを 30 日後に移行する S3 ストレージクラスを選択し、 * Continue * を
クリックします。

Standard を選択した場合、データはそのストレージクラスに残ります。

b. * クレデンシャル * ：必要な S3 権限を持つ IAM ユーザのアクセスキー ID とシークレットキーを入力
します。

IAM ユーザは、「 * S3 Bucket * 」ページで選択または作成したバケットと同じ AWS アカウントに属
している必要があります。

c. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択
し、「 * 続行」をクリックします。

正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジ
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ェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。

6.
[* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします  アイコンをクリ
ックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックしま
す。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。

結果

これで、クラスタのボリュームから S3 オブジェクトストレージへのデータ階層化が設定されました。

次の手順

"Cloud Tiering サービスに登録してください"。

また、クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータと非アクティブなデータに関する情報を確認
したりすることもできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

オンプレミスの ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへデータを階層化する

データを Azure BLOB ストレージに階層化することにより、オンプレミスの ONTAP ク
ラスタの空きスペースを確保します。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering

サービスが採用されています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 Azure BLOB ストレージへのデータの階層化を準備する

次のものが必要です。

• ONTAP 9.4 以降を実行し、かつ Azure Blob Storage への HTTPS 接続を備えたオール SSD アグリゲート
を含む AFF または FAS システム。

• Azure VNet にインストールされるコネクタ。
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• データセンター内の ONTAP クラスタ、 Azure BLOB ストレージ、およびクラウド階層化サービスへのア
ウトバウンド HTTPS 接続を可能にするコネクタのネットワーク。

 階層化をセットアップする

Cloud Manager で、オンプレミスの作業環境を選択し、 * 階層化の設定 * をクリックして、プロンプトに従っ
て Azure Blob Storage にデータを階層化します。

 ライセンスをセットアップする

無償トライアルの終了後、従量課金制のサブスクリプション、 ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を
組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。

• Azure Marketplace からサブスクライブするには、 * Tiering > Licensing * をクリックし、 * Subscribe * を
クリックして、プロンプトに従います。

• 階層化ライセンスを追加する場合は、 mailto ： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ subject= Licensing [ 購入
が必要な場合は当社にお問い合わせください ] を選択してから "Cloud Tiering から、クラスタにノードを
追加してください"。

要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備しま
す。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。
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コネクタと BLOB ストレージ間の通信はオブジェクトストレージのセットアップにのみ使用さ
れます。

ONTAP クラスタの準備

ONTAP クラスタを Azure BLOB ストレージにデータを階層化する場合は、次の要件を満たす必要がありま
す。

サポートされている ONTAP プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされる ONTAP のバージョン

ONTAP 9.4 以降

クラスタネットワークの要件

• ONTAP クラスタが、ポート 443 経由で Azure BLOB ストレージへの HTTPS 接続を開始します。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクト
ストレージが開始されることはなく、応答するだけです。

ExpressRoute の方がパフォーマンスが向上し、データ転送コストは削減されますが、 ONTAP クラス
タと Azure BLOB ストレージ間では必要ありません。ExpressRoute を使用する際はパフォーマンスが
大幅に向上するため、推奨されるベストプラクティスです。

• Azure VNet 内にあるネットアップサービスコネクタからのインバウンド接続が必要です。
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クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。

• 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP

がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保する
ことができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付け
る IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム
IPspace です。

サポートされるボリュームとアグリゲート

クラウド階層化が可能なボリュームの総数は、 ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなる可能
性があります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。たとえば、
SnapLock ボリュームや MetroCluster 構成からはデータを階層化できません。については、 ONTAP のド
キュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。

Cloud Tiering は、 ONTAP 9.5 以降、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットア
ップは他のボリュームと同じように機能します。

コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。データを Azure BLOB ストレージに階層化する場
合は、 Azure VNet 内にコネクタが必要です。新しいコネクタを作成するか、現在選択されているコネクタが
Azure にあることを確認する必要があります。

• "コネクタについて説明します"

• "Azure でコネクタを作成する"

• "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。

手順

1. コネクタが取り付けられている VNet で次の接続が有効になっていることを確認します。

◦ クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）

◦ ポート 443 から Azure BLOB ストレージへの HTTPS 接続

◦ ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続

2. 必要に応じて、 VNet サービスエンドポイントを Azure ストレージに対して有効にします。

ONTAP クラスタから VNet への ExpressRoute または VPN 接続があり、コネクタと BLOB ストレージ間
の通信を仮想プライベートネットワーク内に維持する場合は、 Azure ストレージへの VNet サービスエン
ドポイントを推奨します。
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最初のクラスタから Azure Blob にアクセス頻度の低いデータを階層化する ストレージ

Azure 環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

必要なもの

"オンプレミスの作業環境"。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択

2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。

これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。

4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。

a. * リソースグループ *: 既存のコンテナが管理されているリソースグループ ' または階層化されたデータ
の新しいコンテナを作成する場所を選択します

b. * Azure Container * ：ストレージアカウントに新しい BLOB コンテナを追加するか、既存のコンテナ
を選択して * Continue * をクリックします。

この手順で表示されるストレージアカウントとコンテナは、前の手順で選択したリソースグループに
属しています。

c. * アクセス層 *: 階層化されたデータに使用するアクセス層を選択し、「 * 続行 * 」をクリックしま
す。

d. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択
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し、「 * 続行」をクリックします。

正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジ
ェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。

6.
[* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします  アイコンをクリ
ックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックしま
す。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。

結果

クラスタのボリュームから Azure Blob オブジェクトストレージへのデータ階層化のセットアップが完了しま
した。

次の手順

"Cloud Tiering サービスに登録してください"。

また、クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータと非アクティブなデータに関する情報を確認
したりすることもできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

オンプレミスの ONTAP クラスタから Google Cloud Storage へデータを階層化する

データを Google Cloud Storage に階層化することで、オンプレミスの ONTAP クラスタ
の空きスペースを確保できます。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering サー
ビスが採用されています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 Google Cloud Storage へのデータの階層化を準備

次のものが必要です。
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• ONTAP 9.6 以降を実行し、 Google Cloud Storage への HTTPS 接続を備えたオール SSD アグリゲートを
含む AFF または FAS システム。

• 事前定義された Storage Admin ロールとストレージアクセスキーを持つサービスアカウント。

• Google Cloud Platform VPC にインストールされるコネクタ。

• データセンター内の ONTAP クラスタ、 Google Cloud Storage 、およびクラウド階層化サービスへのアウ
トバウンド HTTPS 接続を可能にするコネクタのネットワーク。

 階層化をセットアップする

Cloud Manager で、オンプレミスの作業環境を選択し、 * 階層化の設定 * をクリックして、プロンプトに従っ
て Google Cloud Storage にデータを階層化します。

 ライセンスをセットアップする

無償トライアルの終了後、従量課金制のサブスクリプション、 ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を
組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。

• GCP Marketplace からサブスクライブするには、 [ * 階層化（ * Tiering ） ] > [ ライセンス（ Licensing ）
] をクリックし、 [ * サブスクライブ（ * Subscribe ） ] をクリックして、プロンプトに従います。

• 階層化ライセンスを追加する場合は、 mailto ： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ subject= Licensing [ 購入
が必要な場合は当社にお問い合わせください ] を選択してから "Cloud Tiering から、クラスタにノードを
追加してください"。

要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備しま
す。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。
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Connector と Google Cloud Storage の間の通信は、オブジェクトストレージのセットアップに
のみ使用されます。

ONTAP クラスタの準備

データを Google Cloud Storage に階層化するには、 ONTAP クラスタが次の要件を満たしている必要があり
ます。

サポートされている ONTAP プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされている ONTAP のバージョン

ONTAP 9.6 以降

クラスタネットワークの要件

• ONTAP クラスタが、ポート 443 から Google Cloud Storage への HTTPS 接続を開始します。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクト
ストレージが開始されることはなく、応答するだけです。

Google Cloud Interconnect はパフォーマンスの向上とデータ転送コストの削減を実現しますが、
ONTAP クラスタと Google Cloud Storage の間では必要ありません。Google Cloud Interconnect の使
用時はパフォーマンスが大幅に向上するため、これを推奨するベストプラクティスです。

• Google Cloud Platform VPC 内の NetApp Service Connector からのインバウンド接続が必要です。
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クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。

• 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP

がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保する
ことができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付け
る IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム
IPspace です。

サポートされるボリュームとアグリゲート

クラウド階層化が可能なボリュームの総数は、 ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなる可能
性があります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。たとえば、
SnapLock ボリュームや MetroCluster 構成からはデータを階層化できません。については、 ONTAP のド
キュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。

Cloud Tiering は、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットアップは他のボリュー
ムと同じように機能します。

コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。データを Google Cloud Storage に階層化する場合
は、 Google Cloud Platform VPC でコネクタが使用可能である必要があります。新しいコネクターを作成する
か、現在選択されているコネクターが GCP にあることを確認する必要があります。

• "コネクタについて説明します"

• "GCP でコネクタを作成する"

• "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。

手順

1. コネクタがインストールされている VPC で次の接続が有効になっていることを確認します。

◦ クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）

◦ ポート 443 から Google Cloud Storage への HTTPS 接続

◦ ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続

2. オプション：サービスコネクタを配置するサブネットで Google プライベートアクセスを有効にします。

"プライベート Google アクセス" ONTAP クラスタから VPC への直接接続を確立している環境で、
Connector と Google Cloud Storage の間の通信を仮想プライベートネットワークのままにする場合は、を
推奨します。プライベート Google アクセスは、内部（プライベート） IP アドレスのみ（外部 IP アドレ
スは使用しない）を持つ VM インスタンスで機能します。

495

http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/GUID-69120CF0-F188-434F-913E-33ACB8751A5D.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/GUID-8E421CC9-1DE1-492F-A84C-9EB1B0177807.html
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access
https://cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-google-access


データ階層化のための Google Cloud Storage の準備

階層化を設定する場合は、 Storage Admin の権限があるサービスアカウントにストレージアクセスキーを指
定する必要があります。サービスアカウントを使用すると、 Cloud Tiering で、データの階層化に使用する
Cloud Storage バケットを認証し、アクセスできます。キーは、 Google Cloud Storage がリクエストを発行
しているユーザーを認識できるようにするために必要です。

手順

1. "事前定義されたストレージ管理者を含むサービスアカウントを作成します ロール"。

2. に進みます "GCP Storage Settings （ GCP ストレージ設定）" サービスアカウントのアクセスキーを作成
します。

a. プロジェクトを選択し、 * 互換性 * をクリックします。まだ有効にしていない場合は、 [ 相互運用ア
クセスを有効にする *] をクリックします。

b. [ サービスアカウントのアクセスキー *] で、 [ サービスアカウントのキーの作成 *] をクリックし、作
成したサービスアカウントを選択して、 [ キーの作成 *] をクリックします。

必要なのは、です "Cloud Tiering にキーを入力します" 後で階層化を設定する場合。

最初のクラスタから Google Cloud にアクセス頻度の低いデータを階層化する ストレージ

Google Cloud 環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

必要なもの

• "オンプレミスの作業環境"。

• Storage Admin ロールが割り当てられているサービスアカウントのストレージアクセスキー。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択

2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。
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これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。

4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。

a. * Bucket * ：新しい Google Cloud Storage バケットを追加するか、既存のバケットを選択して、 *

Continue * をクリックします。

b. * ストレージクラス * ：階層化データに使用するストレージクラスを選択し、 * 続行 * をクリックしま
す。

c. * クレデンシャル * ：ストレージ管理者ロールが割り当てられたサービスアカウントのストレージアク
セスキーとシークレットキーを入力します。

d. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択
し、「 * 続行」をクリックします。

正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジ
ェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。

6.
[* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします  アイコンをクリ
ックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックしま
す。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。
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結果

クラスタのボリュームから Google Cloud オブジェクトストレージへのデータ階層化の設定が完了しました。

次の手順

"Cloud Tiering サービスに登録してください"。

また、クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータと非アクティブなデータに関する情報を確認
したりすることもできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

オンプレミスの ONTAP クラスタから StorageGRID へデータを階層化する

データを StorageGRID に階層化することで、オンプレミスの ONTAP クラスタの空きス
ペースを確保できます。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering サービスが採
用されています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 データを StorageGRID に階層化する準備をします

次のものが必要です。

• FAS 9.4 以降を実行しているオール SSD アグリゲートを含む AFF または ONTAP システム。ユーザ指定
のポートから StorageGRID への接続に使用します。

• StorageGRID 10.3 以降で、 S3 権限を持つ AWS アクセスキーが使用されています。

• オンプレミスにインストールされているコネクタ。

• ONTAP クラスタ、 StorageGRID 、およびクラウド階層化サービスへのアウトバウンド HTTPS 接続を可
能にするコネクタのネットワーク。

 階層化をセットアップする

オンプレミスの作業環境を選択し、「 * 階層化の設定」をクリックして、プロンプトに従ってデータを
StorageGRID に階層化します。
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要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備しま
す。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。

コネクタと StorageGRID 間の通信は、オブジェクトストレージのセットアップにのみ使用され
ます。

ONTAP クラスタの準備

データを StorageGRID に階層化するときは、 ONTAP クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

サポートされている ONTAP プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされる ONTAP のバージョン

ONTAP 9.4 以降

ライセンス

データを StorageGRID に階層化する場合、 ONTAP クラスタに FabricPool ライセンスは必要ありませ
ん。

クラスタネットワークの要件

• ONTAP クラスタは、ユーザ指定のポートから StorageGRID への HTTPS 接続を開始します（階層化
のセットアップ時に設定可能です）。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクト
ストレージが開始されることはなく、応答するだけです。
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• コネクタからのインバウンド接続が必要です。この接続はオンプレミスにある必要があります。

クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。

• 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP

がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保する
ことができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付け
る IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム
IPspace です。

サポートされるボリュームとアグリゲート

クラウド階層化が可能なボリュームの総数は、 ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなる可能
性があります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。たとえば、
SnapLock ボリュームや MetroCluster 構成からはデータを階層化できません。については、 ONTAP のド
キュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。

Cloud Tiering は、 ONTAP 9.5 以降、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットア
ップは他のボリュームと同じように機能します。

StorageGRID を準備しています

StorageGRID は、次の要件を満たす必要があります。

サポートされている StorageGRID のバージョン

StorageGRID 10.3 以降がサポートされます。

S3 クレデンシャル

StorageGRID への階層化を設定するときは、 S3 アクセスキーとシークレットキーを使用してクラウド階
層化を提供する必要があります。Cloud Tiering は、キーを使用してバケットにアクセスします。

これらのアクセスキーは、次の権限を持つユーザに関連付ける必要があります。

"s3:ListAllMyBuckets",

"s3:ListBucket",

"s3:GetObject",

"s3:PutObject",

"s3:DeleteObject",

"s3:CreateBucket"

オブジェクトのバージョン管理

オブジェクトストアバケットで StorageGRID オブジェクトのバージョン管理を有効にすることはできませ
ん。
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コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。データを StorageGRID に階層化する場合は、オン
プレミスのコネクタが必要です。新しいコネクターをインストールするか、現在選択されているコネクターが
オンプレミスにあることを確認する必要があります。

• "コネクタについて説明します"

• "Connector ホストの要件"

• "既存の Linux ホストにコネクタをインストールします"

• "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。

手順

1. コネクタが取り付けられているネットワークで次の接続が有効になっていることを確認します。

◦ クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）

◦ ポート 443 から StorageGRID への HTTPS 接続

◦ ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続

最初のクラスタから StorageGRID にアクセス頻度の低いデータを階層化しています

環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

必要なもの

• "オンプレミスの作業環境"。

• 必要な S3 権限を持つ AWS アクセスキー。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択

2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。
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これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。

4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。

a. * プロバイダを選択 * ：「 StorageGRID 」を選択します。

b. * サーバ * ： StorageGRID サーバの FQDN を入力し、 StorageGRID が ONTAP との HTTPS 通信に
使用するポートを入力して、必要な S3 権限を持つ AWS アカウントのアクセスキーとシークレットキ
ーを入力します。

c. * Bucket * ：新しいバケットを追加するか、階層化データ用の既存のバケットを選択します。

d. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択
し、「 * 続行」をクリックします。

正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジ
ェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。

6.
[* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします  アイコンをクリ
ックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックしま
す。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。
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結果

これで、クラスタのボリュームから StorageGRID へのデータ階層化が設定されました。

次の手順

クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータとアクセス頻度の低いデータに関する情報を確認し
たりできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

Cloud Tiering のライセンスをセットアップ

従量課金制のサブスクリプション、 FabricPool _ という ONTAP 階層化ライセンス、ま
たはその両方を組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができま
す。従量課金制の場合は、コールドデータの階層化先となるクラウドプロバイダのマー
ケットプレイスから登録する必要があります。すべての市場から登録する必要はありま
せん。

さらに読む前に、いくつかのメモを記入してください。

• クラスタに FabricPool ライセンスがすでにインストールされている場合は、すべて設定されます。他に必
要な操作はありません。

• クラウドプロバイダのマーケットプレイスで Cloud Manager サブスクリプションにすでに登録している
場合は、 Cloud Tiering も自動的にサブスクライブされます。Cloud Tiering * Licensing * タブにアクティ
ブなサブスクリプションが表示されます。再度サブスクライブする必要はありません。

• データを StorageGRID に階層化する場合、料金は発生しません。BYOL ライセンスでも PAYGO 登録も
必要ありません。

"Cloud Tiering のライセンスの仕組みをご確認ください"。

AWS Marketplace からのサブスクライブ

AWS Marketplace で Cloud Tiering を登録して、 ONTAP クラスタから AWS S3 へのデータ階層化の従量課金
制サブスクリプションを設定できます。

手順

1. Cloud Manager で、 * Tiering > Licensing * をクリックします。

2. AWS Marketplace で * Subscribe * をクリックし、 * Continue * をクリックします。

3. AWS Marketplace でサブスクライブし、 Cloud Central にログインし直して登録を完了します。
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次のビデオは、プロセスを示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_aws_tiering.mp4 (video)

Azure Marketplace からのサブスクライブ

Azure Marketplace から Cloud Tiering をサブスクライブして、 ONTAP クラスタから Azure Blob ストレージ
へのデータ階層化の従量課金制サブスクリプションを設定できます。

手順

1. Cloud Manager で、 * Tiering > Licensing * をクリックします。

2. Azure Marketplace で * Subscribe * をクリックし、 * Continue * をクリックします。

3. Azure Marketplace でサブスクライブし、 Cloud Central にログインして登録を完了します。

次のビデオは、プロセスを示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_azure_tiering.mp4 (video)

GCP Marketplace から配信登録する

GCP Marketplace から Cloud Tiering に登録すると、 ONTAP クラスタから Google Cloud ストレージへのデ
ータ階層化の従量課金制サブスクリプションを設定できます。

手順

1. Cloud Manager で、 * Tiering > Licensing * をクリックします。

2. [GCP Marketplace] の下の [Subscribe] をクリックし、 [* Continue * ] をクリックします

3. GCP Marketplace から登録し、 Cloud Central にログインして登録を完了します。

 次のビデオは、このプロセスを示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_gcp_tiering.mp4 (video)

ONTAP に階層化ライセンスを追加する

ネットアップから ONTAP FabricPool ライセンスを購入して、お客様所有のライセンスを使用することができ
ます。

手順

1. FabricPool ライセンスをお持ちでない場合は、 mailto:ng-cloud-tiering@netapp.com ?subject=Licensing [

購入についてお問い合わせください ] をご覧ください。

2. Cloud Manager で、 * Tiering > Licensing * をクリックします。

3. クラスタリストテーブルで、オンプレミスの ONTAP クラスタのライセンスのアクティブ化（ BYOL ） *

をクリックします。
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ページのスクリーンショット。"]

4. ライセンスのシリアル番号を入力し、シリアル番号に関連付けられているネットアップサポートサイトの
アカウントを入力します。

5. ライセンスの有効化 * をクリックします。

結果

Cloud Tiering を使用すると、ライセンスが登録され、クラスタにインストールされます。

完了後

あとで追加のアドオン容量を購入した場合、クラスタ上のライセンスは新しい容量で自動的に更新されます。
新しいネットアップライセンスファイル（ NLF ）をクラスタに適用する必要はありません。

クラスタからのデータ階層化の管理

これで、 ONTAP クラスタからデータ階層化を設定したので、追加のボリュームからデ
ータを階層化したり、ボリュームの階層化ポリシーを変更したりできます。

追加のボリュームのデータを階層化する

新しいボリュームの作成後など、追加のボリュームのデータ階層化をいつでも設定できます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Tiering * をクリックします。

2. クラスタダッシュボード * で、クラスタの * 階層ボリューム * をクリックします。

3.
ボリュームごとに、をクリックします  アイコンをクリックし、階層化ポリシーを選択します。必要
に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックします。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。
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オブジェクトストレージはクラスタの階層化の初期設定時にすでに設定されているため、
設定する必要はありません。ONTAP はこれらのボリュームから同じオブジェクトストアに
アクセス頻度の低いデータを階層化します。

4. 完了したら、 * 閉じる * をクリックします。

ボリュームの階層化ポリシーを変更する

ボリュームの階層化ポリシーを変更すると、 ONTAP がコールドデータをオブジェクトストレージに階層化す
る方法が変更されます。変更はポリシーを変更した時点から始まります。変更されるのはボリュームに対する
以降の階層化の動作のみです。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Tiering * をクリックします。

2. クラスタダッシュボード * で、クラスタの * 階層ボリューム * をクリックします。

3.
をクリックします  アイコンをクリックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング
日数を調整し、 * 適用 * をクリックします。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。

アグリゲートの階層化設定の管理

各アグリゲートには、階層化の使用率しきい値と、アクセス頻度の低いデータのレポートが有効になっている
かどうかという 2 つの設定を調整できます。

階層化の使用率しきい値

しきい値を低い値に設定すると、階層化が行われる前にパフォーマンス階層に格納する必要があるデータ
の量が減ります。これは、アクティブなデータをほとんど含まない大規模アグリゲートに便利です。

しきい値をより大きい値に設定すると、階層化が行われる前にパフォーマンス階層に格納する必要がある
データの量が増加します。これは、アグリゲートが最大容量に近い場合にのみ階層化するように設計され
たソリューションに役立つ場合があります。

Inactive Data Reporting の実行

Inactive Data Reporting （ IDR ）は、 31 日間のクーリング期間を使用してアクセス頻度の低いデータを特
定します。階層化されるコールドデータの量は、ボリュームに設定されている階層化ポリシーによって異
なります。この量は、 31 日間のクーリング期間を使用して、 IDR によって検出されたコールドデータの
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量とは異なる場合があります。

IDR を有効にしておくと、アクセス頻度の低いデータや削減の機会を特定するのに役立ちま
す。アグリゲートでデータ階層化が有効になっている場合は、 IDR を有効なままにしてお
く必要があり

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Tiering * をクリックします。

2. Cloud Tiering * ページで、クラスタのメニューアイコンをクリックし、 * アグリゲートの管理 * を選択し
ます。

3.
Manage Aggregates * ページで、をクリックします  アイコンをクリックして、テーブル内のアグリ
ゲートを選択します。

4. スペース不足しきい値を変更して、アクセス頻度の低いデータのレポートを有効にするか無効にするかを
選択します。

5. [ 適用（ Apply ） ] をクリックします。
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クラスタの階層化情報を確認しています

クラウド階層に格納されているデータの量やディスク上のデータの量を確認することができます。または、ク
ラスタのディスク上のホットデータとコールドデータの量を確認することもできます。Cloud Tiering は、各
クラスタにこの情報を提供します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Tiering * をクリックします。

2. クラスタダッシュボード * で、クラスタの詳細情報 * をクリックします。

3. クラスタに関する詳細を確認します。

次に例を示します。
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運用の健全性を修正

障害が発生する可能性があります失敗した場合は、 Cloud Tiering を実行すると、クラスタダッシュボード
に「失敗」操作の健常性ステータスが表示されます。ヘルスとして、 ONTAP システムと Cloud Manager の
ステータスが反映されます。

手順

1. 処理の健常性が「 Failed 」であるクラスタを特定します。

2. の上にカーソルを置きます  アイコンをクリックして失敗の理由を確認してください。

3. 問題を修正します。

a. ONTAP クラスタが動作しており、オブジェクトストレージプロバイダへのインバウンドおよびアウト
バウンド接続が確立されていることを確認してください。

b. Cloud Manager が、クラウド階層化サービス、オブジェクトストア、および検出した ONTAP クラス
タへのアウトバウンド接続を確立していることを確認します。

Cloud Tiering Technical FAQ 』を参照してください

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。
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ONTAP

ONTAP に関連する質問を次に示します。

ONTAP クラスタの要件を教えてください。

コールドデータの階層化先によって異なります。以下を参照してください。

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Amazon S3 へデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Google Cloud Storage へデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから StorageGRID へデータを階層化する"

Cloud Tiering を使用すると、アクセス頻度の低いデータのレポートを作成でき

はい、 Cloud Tiering を使用すると、各アグリゲートでアクセス頻度の低いデータレポートを有効にできます
この設定により、アクセス頻度の低いデータのうち、低コストのオブジェクトストレージに階層化できるデー
タの量を特定できます。

NAS ボリュームと SAN ボリュームのデータを階層化できますか。

クラウド階層化を使用すると、 NAS ボリュームからパブリッククラウドに、 SAN ボリュームからプライベ
ートクラウドに、 StorageGRID を使用してデータを階層化できます。

Cloud Volumes ONTAP について教えてください。

Cloud Volumes ONTAP システムを使用している場合は、クラスタダッシュボードにこれらのシステムが表示
され、ハイブリッドクラウドインフラにおけるデータの階層化を完全に確認できます。

クラスタダッシュボードでは、オンプレミスの ONTAP クラスタと同様の階層化情報を表示できます。運用の
健常性、現在の削減量、削減機会、ボリュームとアグリゲートに関する詳細などです。

Cloud Volumes ONTAP システムは、 Cloud Tiering から読み取り専用です。Cloud Volumes ONTAP では、ク
ラウド階層化からデータ階層化を設定することはできません。階層化の設定は、 Cloud Manager の作業環境
から同じように行います。

オブジェクトストレージ

オブジェクトストレージに関連する質問を次に示します。

サポートされているオブジェクトストレージプロバイダを教えてください。

Amazon S3 、 Azure Blob Storage 、 Google Cloud Storage 、 S3 プロトコルを使用した StorageGRID がサ
ポートされます。

独自のバケット / コンテナを使用できますか。

はい、できます。データの階層化を設定するときに、新しいバケット / コンテナを追加するか、既存のバケッ
ト / コンテナを選択するかを選択できます。
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サポートされているリージョンはどれですか。

• "サポートされている AWS リージョン"

• "サポートされている Azure リージョン"

• "サポートされている Google Cloud リージョン"

サポートされている S3 ストレージクラスはどれですか？

Cloud Tiering は、 Standard'Standard-Infrequent Access'_1 Zone-IA'_Intelligent Storage クラスへのデータ階
層化をサポートしています。を参照してください "サポートされている S3 ストレージクラス" 詳細：

サポートされている Azure Blob アクセス階層はどれですか？

Cloud Tiering は、アクセス頻度の低いデータにホットアクセス階層を自動的に使用します。

Google Cloud Storage ではどのストレージクラスがサポートされていますか。

Cloud Tiering は、アクセス頻度の低いデータに _Standard_storage クラスを使用しています。

Cloud Tiering は、クラスタ全体に 1 つのオブジェクトストアを使用していますか、それともアグリゲートご
とに 1 つ使用していますか

クラスタ全体で 1 つのオブジェクトストアを使用します。

階層化とは関係なくオブジェクトストアにポリシーを適用してデータを移動できますか。

いいえ。 Cloud Tiering は、オブジェクトストアからデータを移動または削除するオブジェクトライフサイク
ル管理ルールをサポートしていません。

コネクタ

コネクタに関連する質問を次に示します。

コネクタはどこに取り付ける必要がありますか？

• データを S3 に階層化する場合は、 AWS VPC またはオンプレミスにコネクタを配置できます。

• データを BLOB ストレージに階層化する場合は、コネクタが Azure VNet 内に存在している必要がありま
す。

• データを Google Cloud Storage に階層化する場合は、 Google Cloud Platform VPC 内に Connector を配
置する必要があります。

• データを StorageGRID に階層化する場合は、コネクタをオンプレミスの Linux ホストに配置する必要が
あります。

ネットワーキング

ネットワークに関連する質問を次に示します。
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ネットワーク要件

• ONTAP クラスタが、オブジェクトストレージプロバイダへのポート 443 経由の HTTPS 接続を開始しま
す。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクトス
トレージが開始されることはなく、応答するだけです。

• StorageGRID の場合、 ONTAP クラスタは、ユーザ指定のポートから StorageGRID への HTTPS 接続を
開始します（このポートは階層化のセットアップ時に設定可能です）。

• コネクタには、ポート 443 経由での ONTAP クラスタへのアウトバウンド HTTPS 接続、オブジェクトス
トア、およびクラウド階層化サービスが必要です。

詳細については、以下を参照してください。

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Amazon S3 へデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Google Cloud Storage へデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから StorageGRID へデータを階層化する"

権限

権限に関連する質問を次に示します。

AWS で必要な権限

権限が必要です "をクリックして S3 バケットを管理します"。

Azure で必要な権限

Cloud Manager に提供する必要がある権限以外で追加の権限は必要ありません。

Google Cloud Platform に必要な権限は何ですか。

ストレージ管理者の権限は、ストレージアクセスキーを含むサービスアカウントに必要です。

StorageGRID に必要な権限

"S3 権限が必要です"。

参照

サポートされている S3 ストレージクラスとリージョン

Cloud Tiering は、複数の S3 ストレージクラスとほとんどのリージョンをサポートして
います。
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サポートされている S3 ストレージクラス

Cloud Tiering を使用すると、ライフサイクルルールを適用して、データを _Standard_storage クラスから別
のストレージクラスに 30 日後に移行できます。次のストレージクラスから選択できます。

• 標準的なアクセス頻度は低い

• 1 ゾーン -IA

• インテリジェント

Standard を選択した場合、データはそのストレージクラスに残ります。

"S3 ストレージクラスについて説明します"。

サポートされている AWS リージョン

Cloud Tiering は、次の AWS リージョンをサポートしています。

アジア太平洋地域

• ムンバイ

• ソウル

• シンガポール

• シドニー

• 東京

ヨーロッパ

• フランクフルト

• アイルランド

• ロンドン

• パリ

• ストッケホルム

北米

• カナダセントラル

• GovCloud （ US-West ）– ONTAP 9.3 以降

• 米国東部（ N（バージニア州）

• 米国東部（オハイオ州）

• US West （ Nカリフォルニア）

• US West （オレゴン州）
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南米

• サンパウロ

サポートされている Azure Blob アクセス階層とリージョン

Cloud Tiering は、 _ ホットアクセス階層とほとんどのリージョンをサポートしていま
す。

サポートされる Azure Blob アクセス階層

Azure へのデータ階層化を設定すると、 Cloud Tiering は、アクセス頻度の低いデータに _Hot_access 階層を
自動的に使用します。

サポートされている Azure リージョン

Cloud Tiering は、次の Azure リージョンをサポートしています。

アフリカ

• 南アフリカ北部

アジア太平洋地域

• オーストラリア東部

• オーストラリア南東部

• 東アジア

• 日本東部

• 日本西部

• 韓国中央

• 韓国

• 東南アジア

ヨーロッパ

• フランス中部

• ドイツセントラル

• 北東ドイツ

• 北ヨーロッパ

• 英国南部

• 英国西部

• 西ヨーロッパ
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北米

• カナダセントラル

• カナダ東部

• 米国中部

• 米国東部

• 東アメリカ 2

• 北米

• 米国南部

• 米国西部

• 西アメリカ 2

• アメリカ西部

南米

• ブラジル南部

サポートされている Google Cloud ストレージクラスとリージョン

Cloud Tiering は、 Standard ストレージクラスとほとんどの Google Cloud リージョンを
サポートしています。

サポートされるアクセス階層

Cloud Tiering は、アクセス頻度の低いデータに _Standard_access 階層を使用します。

サポートされている Google Cloud リージョン

Cloud Tiering は、次のリージョンをサポートしています。

南北アメリカ

• アイオワ

• ロサンゼルス

• モントリオール

• N（バージニア州）

• オレゴン

• サンパウロ

• サウスカロライナ

アジア太平洋地域

• 香港
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• ムンバイ

• 大阪

• シンガポール

• シドニー

• 台湾

• 東京

ヨーロッパ

• ベルギー

• フィンランド

• フランクフルト

• ロンドン

• オランダ

• チューリッヒ
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Amazon S3 バケットの表示

Connector を AWS にインストールすると、 Cloud Manager は、その Connector がイン
ストールされている AWS アカウントにある Amazon S3 バケットに関する情報を自動的
に検出できます。

リージョン、アクセスレベル、ストレージクラス、バケットが Cloud Volumes ONTAP でバックアップに使用
されているかデータの階層化に使用されているかなど、 S3 バケットの詳細を確認できます。また、 Cloud

Compliance で S3 バケットをスキャンすることもできます。

手順

1. "コネクタを取り付ける" Amazon S3 バケットを表示する AWS アカウントで実行します。

しばらくすると、 Amazon S3 の作業環境が自動的に表示されます。

2. 作業環境をクリックし、右ペインからアクションを選択します。
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3. S3 バケットをスキャンして個人データおよび機密データを検索するには、 * コンプライアンスを有効に
する * をクリックします。

詳細については、を参照してください "Cloud Compliance for Amazon S3 の利用を開始してください"。

4. AWS アカウントの S3 バケットの詳細を表示するには、 * バケットの表示 * をクリックします。
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Cloud Manager の管理

Cloud Manager システム ID を確認する

作業を開始する際に、ネットアップの担当者から Cloud Manager システム ID の入力を
求められることがあります。この ID は通常、ライセンスの取得やトラブルシューティン
グの目的で使用されます。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックします。

2. サポートダッシュボード * をクリックします。

システム ID が右上に表示されます。

◦ 例 *

コネクタを管理します

既存のコネクタの管理

1 つ以上のコネクタを作成した後、コネクタを切り替えたり、コネクタで実行されてい
るローカルユーザーインタフェースに接続したりすることで、コネクタを管理できま
す。

コネクタ間の切り替え

複数のコネクタがある場合は、コネクタを切り替えることで特定のコネクタに関連付けられている作業環境を
確認できます。
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たとえば、マルチクラウド環境で作業しているとします。AWS にコネクタが 1 つ、 Google Cloud にコネク
タが 1 つあるとします。これらのクラウドで実行されている Cloud Volumes ONTAP システムを管理するに
は、これらのコネクタを切り替える必要があります。

ステップ

1. [* コネクタ ] ドロップダウンをクリックし、別のコネクタを選択して、 [ スイッチ *] をクリックします。

Cloud Manager が更新され、選択したコネクタに関連付けられている作業環境が表示されます。

ローカル UI へのアクセス

SaaS ユーザインターフェイスからほとんどのタスクを実行する必要がありますが、ローカルユーザインター
フェイスは引き続きコネクタで使用できます。このインターフェイスは、コネクタ自体から実行する必要があ
るいくつかのタスクに必要です。

• "プロキシサーバを設定しています"

• パッチをインストールしています （通常はネットアップの担当者と協力してパッチをインストールします
）

• AutoSupport メッセージをダウンロードしています （通常は問題が発生したときにネットアップの担当者
が指示）

手順

1. "Cloud Manager SaaS インターフェイスにログインします" コネクターインスタンスへのネットワーク接
続を持つマシンから。
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コネクタにパブリック IP アドレスがない場合は、 VPN 接続が必要です。そうでない場合は、コネクタと
同じネットワークにあるジャンプホストから接続する必要があります。

2. [* コネクター（ * Connector ） ] ドロップダウンをクリックし、コネクターのアクションメニューをクリ
ックして、 [ ローカル UI へ移動（ * Go to Local UI ） ] をクリックします。

コネクタで実行されている Cloud Manager インターフェイスが新しいブラウザタブに表示されます。

Cloud Manager からのコネクタの削除

非アクティブなコネクタは、 Cloud Manager のコネクタのリストから削除できます。この処理は、
Connector 仮想マシンを削除した場合や Connector ソフトウェアをアンインストールした場合に実行できま
す。

コネクタの取り外しについては、次の点に注意してください。

• この操作で仮想マシンが削除されることはありません。

• この操作は元に戻せません — Cloud Manager からコネクタを削除すると、再度 Cloud Manager に追加す
ることはできません。

手順

1. Cloud Manager のヘッダーにある Connector ドロップダウンをクリックします。

2. 非アクティブなコネクターのアクションメニューをクリックし、 * コネクターを除去 * をクリックする。
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3. 確認するコネクタの名前を入力し、 [ 削除 ] をクリックします。

結果

Cloud Manager によってレコードからコネクタが削除されます。

Connector ソフトウェアのアンインストール

Connector にはアンインストールスクリプトが含まれており、このスクリプトを使用してソフトウェアをアン
インストールし、問題のトラブルシューティングやホストからソフトウェアを完全に削除することができま
す。

ステップ

1. Linux ホストからアンインストールスクリプトを実行します。

◦ /opt/application/NetApp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [ サイレント ] *

silent_ 確認を求めずにスクリプトを実行します。

ソフトウェアのアップグレードについて教えてください。

Connector は、ソフトウェアが最新バージョンである限り、自動的にソフトウェアを更新します "アウ
トバウンドインターネットアクセス" をクリックしてソフトウェアアップデートを入手します。

コネクタを作成するさまざまな方法

Connector ホストの要件

コネクタソフトウェアは、特定のオペレーティングシステム要件、 RAM 要件、ポート
要件などを満たすホストで実行する必要があります。

専用のホストが必要です

他のアプリケーションと共有しているホストでは、このコネクタはサポートされていません。専用のホス
トである必要があります。
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CPU

4 コアまたは 4 個の vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 インスタンスタイプ

上記の CPU と RAM の要件を満たすインスタンスタイプ。コネクタを Cloud Manager から直接導入する
場合は、 t3.xlarge を使用してインスタンスタイプを指定することを推奨します。

Azure VM サイズ

上記の CPU と RAM の要件を満たすインスタンスタイプ。Cloud Manager からコネクタを直接導入する場
合は、 DS3 v2 を推奨し、この VM サイズを使用します。

GCP マシンタイプ

上記の CPU と RAM の要件を満たすインスタンスタイプ。Cloud Manager からコネクタを直接導入する場
合は、 n1-standard-4 を使用することを推奨します。

サポートされているオペレーティングシステム

• CentOS 7.6

• CentOS 7.7

• Red Hat Enterprise Linux 7.6

• Red Hat Enterprise Linux 7.7

Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。
登録されていない場合、 Connector のインストール中に必要なサードパーティ製ソフトウェアを更新
するためのリポジトリにアクセスできません。

Connector は、これらのオペレーティングシステムの英語版でサポートされています。

ハイパーバイザー

認定済みのベアメタルハイパーバイザーまたはホスト型ハイパーバイザー CentOS または Red Hat

Enterprise Linux を実行しますhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat ソリューション
：「 Which hypervisors are certified to run Red Hat Enterprise Linux ？」"^]

/opt のディスクスペース

100GB のスペースが使用可能である必要があります

アウトバウンドインターネットアクセス

コネクターをインストールし、パブリッククラウド環境内でリソースとプロセスを管理するには、アウト
バウンドインターネットアクセスが必要です。エンドポイントのリストについては、を参照してください "

コネクタのネットワーク要件"。

AWS Marketplace からコネクタを作成する

Cloud Manager からコネクタを直接作成することを推奨します。 AWS アクセスキーを
指定しない場合は、 AWS Marketplace からコネクタを起動できます。Connector の作成
とセットアップが完了すると、新しい作業環境を作成するときに、 Cloud Manager によ
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って自動的に Connector が使用されます。

手順

1. EC2 インスタンス用の IAM ポリシーとロールを作成します。

a. 次のサイトから Cloud Manager IAM ポリシーをダウンロードします。

"NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 、 GCP ポリシー"

b. IAM コンソールから、 Cloud Manager IAM ポリシーからテキストをコピーアンドペーストして、独自
のポリシーを作成します。

c. ロールタイプが Amazon EC2 の IAM ロールを作成し、前の手順で作成したポリシーをロールに付加
します。

2. 次に、に進みます "AWS Marketplace の Cloud Manager のページ" AMI から Cloud Manager を導入

IAM ユーザがサブスクライブとサブスクライブ解除を行うには、 AWS Marketplace の権限が必要です。

3. [Marketplace] ページで [* Continue to Subscribe* ] をクリックし、 [* Continue to Configuration* ] をクリッ
クします。
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4. デフォルトのオプションを変更し、 [* Continue to Launch] をクリックします。

5. [ アクションの選択 ] で [ EC2 で起動 ] を選択し、 [* 起動 *] をクリックします。

以下の手順では、 EC2 コンソールからインスタンスを起動する方法について説明します。このコンソー
ルでは、 IAM ロールを Cloud Manager インスタンスに関連付けることができます。これは、 * ウェブサ
イトからの起動 * アクションを使用しては実行できません。

6. プロンプトに従って、インスタンスを設定および導入します。

◦ * インスタンスタイプを選択 * ：リージョンの可用性に応じて、サポートされているインスタンスタイ
プ（ t3.xlarge を推奨）のいずれかを選択します。

"インスタンスの要件を確認します"。
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◦ * Configure Instance * ： VPC とサブネットを選択し、手順 1 で作成した IAM ロールを選択して、終
了保護を有効にし（推奨）、要件を満たす他の設定オプションを選択します。

◦ * Add Storage* ：デフォルトのストレージ・オプションをそのまま使用します。

◦ * Add Tags* ：必要に応じて、インスタンスのタグを入力します。

◦ * セキュリティグループの設定 * ：コネクタインスタンスに必要な接続方法（ SSH 、 HTTP 、
HTTPS ）を指定します。

◦ * 復習 * ：選択内容を確認して、 * 起動 * をクリックします。

AWS は、指定した設定でソフトウェアを起動します。コネクタインスタンスとソフトウェアは、約 5

分後に実行される必要があります。

7. コネクタインスタンスに接続されているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

http://ipaddress:80[]

8. ログイン後、コネクタを設定します。

a. コネクタに関連付ける Cloud Central アカウントを指定します。

"Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

b. システムの名前を入力します。
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結果

これで、 Connector がインストールされ、 Cloud Central アカウントでセットアップされました。Cloud

Manager は、新しい作業環境の作成時にこのコネクタを自動的に使用します。ただし、コネクタが複数ある
場合は、が必要です "スイッチを切り替えます"。

Azure Marketplace からコネクタを作成する

Cloud Manager からコネクタを直接作成することを推奨しますが、必要に応じて Azure

Marketplace からコネクタを起動できます。Connector の作成とセットアップが完了する
と、新しい作業環境を作成するときに、 Cloud Manager によって自動的に Connector が
使用されます。

Azure でコネクタを作成する

Azure Marketplace のイメージを使用して Azure に Connector を導入し、コネクタにログインして Cloud

Central アカウントを指定します。

手順

1. "Cloud Manager の Azure Marketplace ページにアクセスします。"。

2. [* Get it Now* ( 今すぐ取得 )] をクリックし、 [* Continue * ( 続行 )] をクリックします。

3. Azure ポータルで、 * Create * をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。
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VM を設定する際には、次の点に注意してください。

◦ Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。

◦ CPU と RAM の要件を満たす VM サイズを選択します。DS3 v2 を推奨します。

"VM の要件を確認します"。

◦ ネットワークセキュリティグループの場合、コネクタには、 SSH 、 HTTP 、および HTTPS を使用し
たインバウンド接続が必要です。

"コネクタのセキュリティグループルールの詳細については、こちらを参照してください"。

◦ [* 管理（ * Management ） ] で、 [ * オン * （ * on * ） ] を選択して、コネクターに割り当てられた管
理 ID * を有効にします。

管理対象の ID を使用すると、 Connector 仮想マシンはクレデンシャルを指定せずに自身を Azure

Active Directory に識別できるため、この設定は重要です。 "Azure リソース用の管理対象 ID の詳細に
ついては、こちらをご覧ください"。

4. [* Review + create * （レビュー + 作成） ] ページで選択内容を確認し、 [* Create * （作成） ] をクリック
して展開を開始します。

指定した設定で仮想マシンが展開されます。仮想マシンと Connector ソフトウェアが起動するまでの所要
時間は約 5 分です。

5. Connector 仮想マシンに接続されているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

http://ipaddress:80[]

6. ログイン後、コネクタを設定します。

a. コネクタに関連付ける Cloud Central アカウントを指定します。

"Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

b. システムの名前を入力します。
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結果

これでコネクタがインストールされ、セットアップされました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入する
には、 Azure の権限を付与する必要があります。

Azure 権限を付与しています

Azure にコネクタを導入したら、を有効にしておく必要があります "システムによって割り当てられた管理
ID"。カスタムロールを作成し、そのロールを Connector 仮想マシンに割り当てて、 1 つ以上のサブスクリプ
ションに必要な Azure 権限を付与する必要があります。

手順

1. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更しま
す。

ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する
必要があります。

▪ 例 *

「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-

B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」
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c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

「 az role definition create — role-definition C ： \Policy_for _cloud_Manager_azure_3.8.7.json 」とい
う名前で作成します

これで、 Connector 仮想マシンに割り当てることができる Cloud Manager Operator というカスタムロー
ルが作成されます。

2. 1 つ以上のサブスクリプションのロールを Connector 仮想マシンに割り当てます。

a. [ サブスクリプション ] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプシ
ョンを選択します。

b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

c. [ * 追加 > 役割の割り当ての追加 * ] をクリックして、権限を追加します。

▪ Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager

ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

▪ 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。

▪ Connector 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。

▪ Connector 仮想マシンを選択します。

▪ [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプション
に切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

結果

Connector には、パブリッククラウド環境内のリソースとプロセスを管理するために必要な権限が付与されま
した。Cloud Manager は、新しい作業環境の作成時にこのコネクタを自動的に使用します。ただし、コネク
タが複数ある場合は、が必要です "スイッチを切り替えます"。

既存の Linux ホストに Connector ソフトウェアをインストールします

コネクタを作成する最も一般的な方法は、 Cloud Manager から直接、またはクラウドプ
ロバイダのマーケットプレイスから直接行う方法です。ただし、ネットワークまたはク
ラウドにある既存の Linux ホストに Connector ソフトウェアをダウンロードしてインス
トールすることもできます。

Google Cloud で Cloud Volumes ONTAP システムを作成する場合は、 Google Cloud でもコネ
クタを実行する必要があります。別の場所で実行されているコネクタは使用できません。

要件

• ホストがになっている必要があります "コネクタの要件"。

• Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登
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録されていない場合、システムはインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートす
るためのリポジトリにアクセスできません。

• Connector インストーラは、インストールプロセス中に複数の URL にアクセスします。アウトバウンド
のインターネットアクセスが次のエンドポイントで許可されていることを確認してください。

◦ http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

◦ https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

◦ https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

ホストは、インストール中にオペレーティングシステムパッケージの更新を試みる可能性がありま
す。ホストは、これらの OS パッケージの別のミラーリングサイトにアクセスできます。

このタスクについて

• コネクタのインストールに root 権限は必要ありません。

• インストールを実行すると、ネットアップサポートからのリカバリ手順用に AWS コマンドラインツール
（ awscli ）がインストールされます。

AWSCLI のインストールに失敗したというメッセージが表示された場合は、このメッセージを無視しても
問題ありません。コネクタは、工具なしで正常に作動する。

• ネットアップサポートサイトで入手できるインストーラは、それよりも古いバージョンの場合がありま
す。インストール後、新しいバージョンが利用可能になると、コネクタは自動的に更新されます。

手順

1. から Cloud Manager ソフトウェアをダウンロードします "ネットアップサポートサイト"をクリックし、
Linux ホストにコピーします。

AWS の EC2 インスタンスに接続してファイルをコピーする方法については、を参照してください "AWS

ドキュメント：「 Connecting to Your Linux Instance Using SSH"。

2. スクリプトを実行する権限を割り当てます。

◦ 例 *

 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh

. インストールスクリプトを実行します。

./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]

[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]

silent 情報の入力を求めずにインストールを実行します。

プロキシサーバの背後にホストがある場合は、 _proxy_is が必要です。

proxyport_ は、プロキシサーバのポートです。

proxyUser は、ベーシック認証が必要な場合に、プロキシサーバのユーザ名です。
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_proxypwd_は 、指定したユーザー名のパスワードです。

3. silent パラメータを指定しなかった場合は、「 * Y * 」と入力してスクリプトを続行し、プロンプトが表示
されたら HTTP ポートと HTTPS ポートを入力します。

Cloud Manager がインストールされました。プロキシサーバを指定した場合、インストールの最後に
Cloud Manager Service （ OCCM ）が 2 回再起動します。

4. Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

https://ipaddress:port[]

_ipaddress _ には、ホストの設定に応じて、 localhost 、プライベート IP アドレス、またはパブリック IP

アドレスを指定できます。たとえば、パブリック IP アドレスのないパブリッククラウドにコネクタがあ
る場合は、コネクタホストに接続されているホストからプライベート IP アドレスを入力する必要があり
ます。

デフォルトの HTTP （ 80 ）ポートまたは HTTPS （ 443 ）ポートを変更した場合は、 port_is 必須で
す。たとえば、 HTTPS ポートが 8443 に変更された場合はと入力します https://_ipaddress:8443[]

5. NetApp Cloud Central に登録するか、ログインします。

6. ログインしたら、 Cloud Manager をセットアップします。

a. コネクタに関連付ける Cloud Central アカウントを指定します。

"Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

b. システムの名前を入力します。
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結果

これで、 Connector がインストールされ、 Cloud Central アカウントでセットアップされました。Cloud

Manager は、新しい作業環境の作成時にこのコネクタを自動的に使用します。

完了後

Cloud Manager がパブリッククラウド環境内のリソースやプロセスを管理できるように、権限を設定しま
す。

• AWS "AWS アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。

• Azure "Azure アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。

• GCP ： Cloud Manager がプロジェクト内で Cloud Volumes ONTAP システムを作成および管理するため
に必要な権限を持つサービスアカウントを設定します。

a. "GCP で役割を作成します" で定義した権限を含むポリシーを作成します "GCP 向け Cloud Manager

ポリシー"。

b. "GCP サービスアカウントを作成し、カスタムロールを適用します を作成しました"。

c. "このサービスアカウントを Connector VM に関連付けます"。

d. Cloud Volumes ONTAP を他のプロジェクトに導入する場合は、 "クラウドでサービスアカウントを追
加してアクセスを許可します そのプロジェクトに対するマネージャの役割"。プロジェクトごとにこの
手順を繰り返す必要があります。
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コネクタのデフォルト設定

コネクタのトラブルシューティングが必要な場合は、コネクタの設定を理解すると役立
つことがあります。

• Cloud Manager から（またはクラウドプロバイダのマーケットプレイスから直接） Connector を導入した
場合は、次の点に注意してください。

◦ AWS では、 EC2 Linux インスタンスのユーザ名は EC2-user です。

◦ イメージのオペレーティングシステムは次のとおりです。

▪ AWS ： Red Hat Enterprise Linux 7.5 （ HVM ）

▪ Azure ： Red Hat Enterprise Linux 7.6 （ HVM ）

▪ GCP ： CentOS 7.6

オペレーティングシステムには GUI は含まれていません。システムにアクセスするには、端末を
使用する必要があります。

• Connector インストールフォルダは、次の場所にあります。

/opt/application/netapp/cloudmanager です

• ログファイルは次のフォルダに格納されます。

/opt/application/netapp/cloudmanager/log を選択します

• Cloud Manager サービスの名前は occm です。

• OCCM サービスは MySQL サービスに依存します。

MySQL サービスがダウンしている場合は、 OCCM サービスもダウンしています。

• 次のパッケージがまだインストールされていない場合は、 Cloud Manager によって Linux ホストにインス
トールされます。

◦ 7 郵便番号

◦ AWSCLI

◦ Docker です

◦ Java

◦ Kubectl のように入力する

◦ MySQL

◦ Tridentctl

◦ プル

◦ 取得

• このコネクタは Linux ホストで次のポートを使用します。

◦ HTTP アクセスの場合は 80

◦ 443 ： HTTPS アクセス用
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◦ 3306 （ Cloud Manager データベース用

◦ クラウドマネージャ API プロキシの場合は 8080

◦ Service Manager API の場合は 8666

◦ 8777 （ Health-Checker コンテナサービス API の場合）

クレデンシャルを管理する

AWS

AWS のクレデンシャルと権限

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP の導入時に使用する AWS クレデンシャ
ルを選択できます。すべての Cloud Volumes ONTAP システムは、初期の AWS クレデ
ンシャルを使用して導入することも、クレデンシャルを追加することもできます。

AWS の初期クレデンシャル

Cloud Manager からコネクタを導入するときは、権限を持つ AWS アカウントを使用して Connector インスタ
ンスを起動する必要があります。必要な権限は、に表示されます "AWS 用のコネクタ導入ポリシー"。

Cloud Manager が AWS でコネクタインスタンスを起動すると、インスタンス用の IAM ロールとインスタン
スプロファイルが作成されます。また、 Cloud Manager にその AWS アカウント内のリソースやプロセスを
管理する権限を付与するポリシーも適用されます。 "Cloud Manager での権限の使用方法を確認します。"。

Cloud Volumes ONTAP の新しい作業環境を作成すると、 Cloud Manager で選択される AWS クレデンシャル
にはデフォルトで次のものがあります。
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追加の AWS クレデンシャル

別々の AWS アカウントで Cloud Volumes ONTAP を起動する場合は、どちらかを実行します "IAM ユーザま
たは ARN に AWS キーを指定します 信頼できるアカウントのロール"。次の図は、 2 つの追加アカウントを
示しています。 1 つは、信頼されたアカウントの IAM ロールを介してアクセス許可を提供し、もう 1 つは
IAM ユーザの AWS キーを使用してアクセス許可を提供します。

そのあとで "Cloud Manager にアカウントのクレデンシャルを追加します" IAM ロールの Amazon リソース名
（ ARN ）、または IAM ユーザの AWS キーを指定します。

クレデンシャルを追加したら、新しい作業環境を作成するときにクレデンシャルに切り替えることができま
す。
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 ページで [ アカウントの切
り替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

市場への導入とオンプレミスの導入についてはどうでしょうか。

上記の各セクションでは、 Cloud Manager のコネクタで推奨される導入方法について説明します。から AWS

に Connector を導入することもできます "AWS Marketplace" また、次のことも可能です "コネクタをオンプレ
ミスにインストールします"。

Marketplace を使用する場合も、アクセス許可は同じ方法で提供されます。IAM ロールを手動で作成して設定
し、追加のアカウントに権限を付与するだけで済みます。

オンプレミス環境では、 Cloud Manager システム用の IAM ロールを設定することはできませんが、追加の
AWS アカウントの場合と同様に権限を付与することはできます。
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AWS クレデンシャルを安全にローテーションするにはどうすればよいですか。

前述したように、 Cloud Manager では、いくつかの方法で AWS クレデンシャルを提供できます。信頼され
たアカウントで IAM ロールを割り当てるか、 AWS アクセスキーを指定することで、コネクタインスタンス
に関連付けられた IAM ロールを指定できます。

最初の 2 つのオプションでは、 Cloud Manager は AWS Security Token Service を使用して、継続的にローテ
ーションする一時的なクレデンシャルを取得します。このプロセスはベストプラクティスであり、自動的に実
行され、セキュリティが確保されています。

Cloud Manager に AWS アクセスキーを指定する場合は、 Cloud Manager でキーを一定の間隔で更新して、
キーをローテーションする必要があります。これは完全に手動で行います。

Cloud Manager 用の AWS クレデンシャルとサブスクリプションの管理

Cloud Volumes ONTAP システムを作成するときに、そのシステムで使用する AWS のク
レデンシャルとサブスクリプションを選択する必要があります。複数の AWS サブスク
リプションを管理する場合は、それぞれのサブスクリプションをのクレデンシャルペー
ジから別々の AWS クレデンシャルに割り当てることができます。

Cloud Manager に AWS クレデンシャルを追加する前に、そのアカウントに必要な権限を付与する必要があり
ます。この権限を付与することで、 Cloud Manager からその AWS アカウント内のリソースやプロセスを管
理できるようになります。権限の指定方法は、 Cloud Manager に AWS キーを提供するか、信頼されたアカ
ウントのロールの ARN を提供するかによって異なります。

Cloud Manager からコネクタを導入すると、 Cloud Manager はコネクタを導入したアカウント
の AWS クレデンシャルを自動的に追加しました。既存のシステムに Connector ソフトウェア
を手動でインストールした場合、この初期アカウントは追加されません。 "AWS のクレデンシ
ャルと権限について説明します"。

• 選択肢 *

• AWS キーを指定して権限を付与します

• 他のアカウントで IAM ロールを想定して権限を付与する

AWS クレデンシャルを安全にローテーションするにはどうすればよいですか。

Cloud Manager では、いくつかの方法で AWS クレデンシャルを指定できます。信頼されたアカウント
で IAM ロールを割り当てるか、 AWS アクセスキーを指定することで、コネクタインスタンスに関連付
けられた IAM ロールを指定します。 "AWS のクレデンシャルと権限に関する詳細情報"。

最初の 2 つのオプションでは、 Cloud Manager は AWS Security Token Service を使用して、継続的に
ローテーションする一時的なクレデンシャルを取得します。このプロセスはベストプラクティスであ
り、自動的に実行され、安全です。

Cloud Manager に AWS アクセスキーを指定する場合は、 Cloud Manager でキーを一定の間隔で更新
して、キーをローテーションする必要があります。これは完全に手動で行います。
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AWS キーを指定して権限を付与します

Cloud Manager に IAM ユーザの AWS キーを提供する場合は、必要な権限をそのユーザに付与する必要があ
ります。Cloud Manager IAM ポリシーは、 Cloud Manager が使用できる AWS アクションとリソースを定義
します。

手順

1. から Cloud Manager IAM ポリシーをダウンロードします "Cloud Manager Policies ページ"。

2. IAM コンソールから、 Cloud Manager IAM ポリシーからテキストをコピーアンドペーストして、独自の
ポリシーを作成します。

"AWS のドキュメント：「 Creating IAM Policies"

3. IAM ロールまたは IAM ユーザにポリシーを関連付けます。

◦ "AWS のドキュメント：「 Creating IAM Roles"

◦ "AWS のドキュメント：「 Adding and Removing IAM Policies"

結果

これで、アカウントに必要な権限が付与されました。 これで、 Cloud Manager に追加できます。

他のアカウントで IAM ロールを想定して権限を付与する

IAM ロールを使用して、コネクタインスタンスを導入したソース AWS アカウントと他の AWS アカウントの
間に信頼関係を設定できます。その後、 Cloud Manager に信頼されたアカウントの IAM ロールの ARN を提
供します。

手順

1. Cloud Volumes ONTAP を導入するターゲットアカウントに移動し、 * 別の AWS アカウント * を選択して
IAM ロールを作成します。

必ず次の手順を実行してください。

◦ コネクタインスタンスが存在するアカウントの ID を入力します。

◦ から入手できる Cloud Manager IAM ポリシーを関連付けます "Cloud Manager Policies ページ"。
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2. コネクタインスタンスが存在するソースアカウントに移動し、インスタンスに関連付けられている IAM ロ
ールを選択します。

a. [* ポリシーの適用 *] をクリックし、 [ ポリシーの作成 *] をクリックします。

b. 「 STS ： AssumeRole 」アクションと、ターゲットアカウントで作成したロールの ARN を含むポリ
シーを作成します。

▪ 例 *

{

 "Version": "2012-10-17",

 "Statement": {

   "Effect": "Allow",

   "Action": "sts:AssumeRole",

   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"

}

}

結果

これで、アカウントに必要な権限が付与されました。 これで、 Cloud Manager に追加できます。

Cloud Manager に AWS クレデンシャルを追加しています

必要な権限を持つ AWS アカウントを入力したら、そのアカウントのクレデンシャルを Cloud Manager に追
加できます。これにより、そのアカウントで Cloud Volumes ONTAP システムを起動できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. Add Credentials * をクリックし、 * AWS * を選択します。

3. 信頼できる IAM ロールの AWS キーまたは ARN を指定します。

4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 [* Continue （続行） ] をクリックします。

5. クレデンシャルに関連付ける従量課金制サブスクリプションを選択するか、まだサブスクリプションを追
加していない場合は「 * 」をクリックします。

従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、 AWS クレデンシャルが AWS

Marketplace からの Cloud Volumes ONTAP へのサブスクリプションに関連付けられている必要がありま
す。

6. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

結果
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新しい作業環境を作成するときに、 [ 詳細と資格情報 ] ページから別の資格情報セットに切り替えることが
できるようになりました。

 ページで [ アカウントの切り
替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

AWS サブスクリプションをクレデンシャルに関連付ける

Cloud Manager に AWS のクレデンシャルを追加したら、 AWS Marketplace のサブスクリプションをそれら
のクレデンシャルに関連付けることができます。サブスクリプションを使用すると、従量課金制の Cloud

Volumes ONTAP システムを作成し、他のネットアップクラウドサービスを使用できます。

Cloud Manager にクレデンシャルを追加したあとに、 AWS Marketplace サブスクリプションを関連付けるシ
ナリオは 2 つあります。

• Cloud Manager にクレデンシャルを最初に追加したときに、サブスクリプションを関連付けていません。

• 既存の AWS Marketplace サブスクリプションを新しいサブスクリプションに置き換える場合。
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必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. 資格情報のセットにカーソルを合わせ、アクションメニューをクリックします。

3. メニューから、 * サブスクリプションを関連付ける * をクリックします。

4. ダウンリストからサブスクリプションを選択するか、 * サブスクリプションの追加 * をクリックして、手
順に従って新しいサブスクリプションを作成します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 (video)

Azure

Azure のクレデンシャルと権限

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP の導入時に使用する Azure クレデンシャ
ルを選択できます。すべての Cloud Volumes ONTAP システムは、初期の Azure クレデ
ンシャルを使用して導入することも、クレデンシャルを追加することもできます。

Azure の初期クレデンシャル

Cloud Manager から Connector を導入する場合は、 Connector 仮想マシンの導入権限を持つ Azure アカウン
トを使用する必要があります。必要な権限は、に表示されます "Azure の Connector 導入ポリシー"。

Cloud Manager が Azure に Connector 仮想マシンを導入すると、が有効になります "システムによって割り当
てられた管理 ID" 仮想マシンで、カスタムロールを作成して仮想マシンに割り当てます。Cloud Manager に、
その Azure サブスクリプション内のリソースとプロセスを管理する権限が付与されます。 "Cloud Manager で
の権限の使用方法を確認します。"。
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Cloud Volumes ONTAP 用の新しい作業環境を作成すると、 Cloud Manager でデフォルトで次の Azure クレ
デンシャルが選択されます。

マネージド ID 向けの Azure サブスクリプションが追加されました

管理対象 ID は、 Connector を起動したサブスクリプションに関連付けられます。別の Azure サブスクリプシ
ョンを選択する場合は、が必要です "管理対象 ID をこれらのサブスクリプションに関連付けます"。

Azure の追加クレデンシャル

別の Azure クレデンシャルを使用して Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、必要な権限をに付与する必
要があります "Azure Active でサービスプリンシパルを作成およびセットアップする ディレクトリ" を Azure

アカウントごとに用意します。次の図は、 2 つの追加アカウントを示しています。各アカウントには、権限
を提供するサービスプリンシパルとカスタムロールが設定されています。

そのあとで "Cloud Manager にアカウントのクレデンシャルを追加します" AD サービスプリンシパルの詳細を
指定します。

クレデンシャルを追加したら、新しい作業環境を作成するときにクレデンシャルに切り替えることができま
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す。

 ページで [ アカウントの切り
替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

市場への導入とオンプレミスの導入についてはどうでしょうか。

上記のセクションでは、 NetApp Cloud Central のコネクタで推奨される導入方法について説明しま
す。から Azure に Connector を導入することもできます "Azure Marketplace で入手できます"を使用で
きます "コネクタをオンプレミスにインストールします"。

Marketplace を使用する場合も、アクセス許可は同じ方法で提供されます。コネクタの管理 ID を手動
で作成してセットアップし、追加のアカウントに権限を付与するだけで済みます。

オンプレミス環境では、 Connector の管理対象 ID を設定することはできませんが、サービスプリンシ
パルを使用して追加のアカウントの場合と同様に権限を設定できます。

Cloud Manager の Azure クレデンシャルとサブスクリプションの管理

Cloud Volumes ONTAP システムを作成するときは、 Azure のクレデンシャルと
Marketplace サブスクリプションを選択して、そのシステムで使用する必要がありま
す。複数の Azure Marketplace サブスクリプションを管理する場合は、それぞれのサブ
スクリプションを、クレデンシャルページから別々の Azure クレデンシャルに割り当て
ることができます。

Cloud Manager で Azure クレデンシャルを管理するには、 2 つの方法があります。まず、別の Azure アカウ
ントに Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、必要な権限を指定し、そのクレデンシャルを Cloud

Manager に追加する必要があります。もう 1 つは、追加のサブスクリプションを Azure マネージド ID に関連
付ける方法です。

Cloud Manager からコネクタを導入すると、コネクタを導入した Azure アカウントが Cloud

Manager によって自動的に追加されます。既存のシステムに Connector ソフトウェアを手動で
インストールした場合、初期アカウントは追加されません。 "Azure のアカウントと権限につい
て説明します"。
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サービスプリンシパルを使用した Azure 権限の付与

Cloud Manager には、 Azure でアクションを実行するための権限が必要です。Azure アカウントに必要な権
限を付与するには、 Azure Active Directory でサービスプリンシパルを作成して設定し、 Cloud Manager で必
要な Azure クレデンシャルを取得します。

このタスクについて

次の図は、 Cloud Manager が Azure で操作を実行するための権限を取得する方法を示しています。1 つ以上
の Azure サブスクリプションに関連付けられたサービスプリンシパルオブジェクトは、 Azure Active

Directory の Cloud Manager を表し、必要な権限を許可するカスタムロールに割り当てられます。

手順

1. Azure Active Directory アプリケーションを作成します。

2. アプリケーションをロールに割り当てます。

3. Windows Azure Service Management API 権限を追加します。

4. アプリケーション ID とディレクトリ ID を取得します。

5. クライアントシークレットを作成します。

Azure Active Directory アプリケーションの作成

Cloud Manager でロールベースアクセス制御に使用できる Azure Active Directory （ AD ）アプリケーション
とサービスプリンシパルを作成します。

作業を開始する前に

Azure で Active Directory アプリケーションを作成してロールに割り当てるための適切な権限が必要です。詳
細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Required permissions"。

手順
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1. Azure ポータルで、 * Azure Active Directory * サービスを開きます。

2. メニューで、 * アプリ登録 * をクリックします。

3. [ 新規登録 ] をクリックします。

4. アプリケーションの詳細を指定します。

◦ * 名前 * ：アプリケーションの名前を入力します。

◦ * アカウントタイプ * ：アカウントタイプを選択します（ Cloud Manager で使用できます）。

◦ * リダイレクト URI :[*Web] を選択し、任意の URL を入力します。たとえば、 https://url と入力しま
す

5. [*Register] をクリックします。

結果

AD アプリケーションとサービスプリンシパルを作成しておきます。

アプリケーションをロールに割り当てます

Azure で Cloud Manager に権限を付与するには、サービスプリンシパルを 1 つ以上の Azure サブスクリプシ
ョンにバインドし、カスタムの「 OnCommand Cloud Manager Operator 」ロールを割り当てる必要がありま
す。

手順

1. カスタムロールを作成します。

a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更しま
す。

ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する
必要があります。

▪ 例 *
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"AssignableScopes": [

"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",

"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",

"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"

c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

「 az role definition create — role-definition C ： \Policy_for _cloud_Manager_azure_3.8.7.json 」とい
う名前で作成します

これで、 _Cloud Manager Operator _ という名前のカスタムロールが作成されます。

2. ロールにアプリケーションを割り当てます。

a. Azure ポータルで、 * Subscriptions * サービスを開きます。

b. サブスクリプションを選択します。

c. [* アクセス制御 (IAM)] 、 [ 追加 ] 、 [ 役割の割り当ての追加 *] の順にクリックします。

d. Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

e. Azure AD のユーザ、グループ、サービスプリンシパル * は選択したままにします。

f. アプリケーションの名前を検索します（リストをスクロールして探すことはできません）。

g. アプリケーションを選択し、 * 保存 * をクリックします。

Cloud Manager のサービスプリンシパルに、そのサブスクリプションに必要な Azure の権限が付与さ
れるようになりました。

Cloud Volumes ONTAP を複数の Azure サブスクリプションから導入する場合は、サービスプリンシパル
を各サブスクリプションにバインドする必要があります。Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP

の導入時に使用するサブスクリプションを選択できます。
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Windows Azure Service Management API 権限を追加しています

サービスプリンシパルに「 Windows Azure Service Management API 」の権限が必要です。

手順

1. Azure Active Directory * サービスで、 * アプリ登録 * をクリックしてアプリケーションを選択します。

2. [API アクセス許可 ] 、 [ アクセス許可の追加 ] の順にクリックします。

3. Microsoft API* で、 * Azure Service Management * を選択します。

4. [* 組織ユーザーとして Azure サービス管理にアクセスする *] をクリックし、 [ * 権限の追加 * ] をクリック
します。

549



アプリケーション ID とディレクトリ ID を取得しています

Cloud Manager に Azure アカウントを追加するときは、アプリケーション（クライアント）の ID とディレク
トリ（テナント） ID を指定する必要があります。Cloud Manager は、この ID を使用してプログラムによっ
てサインインします。

手順

1. Azure Active Directory * サービスで、 * アプリ登録 * をクリックしてアプリケーションを選択します。

2. アプリケーション（クライアント） ID * とディレクトリ（テナント） ID * をコピーします。

クライアントシークレットの作成

Cloud Manager がクライアントシークレットを使用して Azure AD で認証できるようにするには、クライアン
トシークレットを作成し、そのシークレットの値を Cloud Manager に指定する必要があります。

Cloud Manager にアカウントを追加すると、 Cloud Manager はクライアントシークレットをア
プリケーションキーとして参照します。
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手順

1. Azure Active Directory * サービスを開きます。

2. [* アプリ登録 * ] をクリックして、アプリケーションを選択します。

3. ［ * 証明書とシークレット > 新しいクライアントシークレット * ］ をクリックします。

4. シークレットと期間の説明を入力します。

5. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

6. クライアントシークレットの値をコピーします。

結果

これでサービスプリンシパルが設定され、アプリケーション（クライアント） ID 、ディレクトリ（テナント
） ID 、およびクライアントシークレットの値をコピーしました。この情報は、 Cloud Manager で Azure ア
カウントを追加するときに入力する必要があります。

Cloud Manager に Azure クレデンシャルを追加しています

必要な権限を Azure アカウントに付与したら、そのアカウントのクレデンシャルを Cloud Manager に追加で
きます。これにより、そのアカウントで Cloud Volumes ONTAP システムを起動できます。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. 資格情報の追加 * をクリックし、 * Microsoft Azure * を選択します。

3. 必要な権限を付与する Azure Active Directory サービスプリンシパルに関する情報を入力します。

◦ アプリケーション（クライアント） ID ：を参照してください アプリケーション ID とディレクトリ ID

を取得しています。

◦ ディレクトリ（テナント） ID ：を参照してください アプリケーション ID とディレクトリ ID を取得
しています。

◦ クライアントシークレット：を参照してください [クライアントシークレットの作成]。
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4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 [* Continue （続行） ] をクリックします。

5. クレデンシャルに関連付ける従量課金制サブスクリプションを選択するか、まだサブスクリプションを追
加していない場合は「 * 」をクリックします。

従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、 Azure クレデンシャルが Azure

Marketplace からの Cloud Volumes ONTAP へのサブスクリプションに関連付けられている必要がありま
す。

6. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

結果

これで、から別のクレデンシャルセットに切り替えることができます [ 詳細と資格情報 ] ページ "新しい作業
環境を作成する場合"：

 ページで [ 資格情報の編集 ] を
クリックした後で資格情報を選択する方法を示すスクリーンショット"]

Azure Marketplace サブスクリプションをクレデンシャルに関連付ける

Cloud Manager に Azure のクレデンシャルを追加したら、 Azure Marketplace サブスクリプションをそれら
のクレデンシャルに関連付けることができます。サブスクリプションを使用すると、従量課金制の Cloud

Volumes ONTAP システムを作成し、他のネットアップクラウドサービスを使用できます。

Cloud Manager にクレデンシャルを追加したあとに、 Azure Marketplace サブスクリプションを関連付けるシ
ナリオは 2 つあります。

• Cloud Manager にクレデンシャルを最初に追加したときに、サブスクリプションを関連付けていません。

• 既存の Azure Marketplace サブスクリプションを新しいサブスクリプションに置き換える場合。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。
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2. 資格情報のセットにカーソルを合わせ、アクションメニューをクリックします。

3. メニューから、 * サブスクリプションを関連付ける * をクリックします。

4. ダウンリストからサブスクリプションを選択するか、 * サブスクリプションの追加 * をクリックして、手
順に従って新しいサブスクリプションを作成します。

次のビデオは、作業環境ウィザードのコンテキストから開始しますが、 [ サブスクリプションの追加 ] を
クリックした後も同じワークフローが表示されます。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 (video)

追加の Azure サブスクリプションを管理対象 ID に関連付ける

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP を導入する Azure クレデンシャルと Azure サブスクリプショ
ンを選択できます。管理対象に別の Azure サブスクリプションを選択することはできません を関連付けない
限り、アイデンティティプロファイルを作成します "管理された ID" それらの登録と。

このタスクについて

管理対象 ID はです "最初の Azure アカウント" Cloud Manager からコネクタを導入する場合。コネクタを導入
すると、 Cloud Manager Operator ロールが作成され、 Connector 仮想マシンに割り当てられます。

手順

1. Azure ポータルにログインします。

2. [ サブスクリプション ] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP を展開するサブスクリプションを選択し
ます。

3. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

a. [ * 追加 > 役割の割り当ての追加 * ] をクリックして、権限を追加します。

▪ Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager

ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

▪ 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。

▪ Connector 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。

▪ Connector 仮想マシンを選択します。
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▪ [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

4. 追加のサブスクリプションについても、この手順を繰り返します。

結果

新しい作業環境を作成するときに、管理対象 ID プロファイルに対して複数の Azure サブスクリプションから
選択できるようになりました。

GCP

Google Cloud のプロジェクト、権限、アカウント

サービスアカウントを使用すると、 Cloud Manager と同じプロジェクトまたは異なるプ
ロジェクトに Cloud Volumes ONTAP システムを導入して管理する権限が Cloud

Manager に付与されます。

Cloud Manager のプロジェクトと権限

Google Cloud に Cloud Volumes ONTAP を導入する前に、まず Google Cloud プロジェクトに Connector を
導入する必要があります。Connector は、オンプレミスでも別のクラウドプロバイダでも実行できません。

Cloud Manager からコネクタを直接導入するには、次の 2 組の権限が必要です。

1. Cloud Manager から Connector VM インスタンスを起動する権限がある Google アカウントを使用して
Connector を導入する必要があります。

2. コネクタを配置するときに、を選択するよう求められます "サービスアカウント" VM インスタンスの場合
です。Cloud Manager は、サービスアカウントから権限を取得して、 Cloud Volumes ONTAP システムを
代わりに作成および管理します。権限は、サービスアカウントにカスタムロールを割り当てることによっ
て提供されます。
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ユーザとサービスアカウントに必要な権限を含む YAML ファイルを 2 つ設定しました。 "YAML ファイルを使
用して設定する方法を学習します 権限"。

次の図は、上記の番号 1 と 2 で説明した権限の要件を示しています。

Project for Cloud Volumes ONTAP の略

Cloud Volumes ONTAP は、コネクタと同じプロジェクトに存在することも、別のプロジェクトに存在するこ
ともできます。Cloud Volumes ONTAP を別のプロジェクトに配置するには、まずコネクタサービスアカウン
トとその役割をそのプロジェクトに追加する必要があります。

• "サービスアカウントの設定方法について説明します（手順 2 を参照）。"。

• "GCP とで Cloud Volumes ONTAP を導入する方法について説明します プロジェクトを選択します"。

データの階層化を考慮してください

Cloud Manager には Cloud Volumes ONTAP 9.6 用の GCP アカウントが必要ですが、 9.7 以降
の GCP アカウントは必要ありません。Cloud Volumes ONTAP 9.7 でデータ階層化を使用する
場合は、の手順 4 を実行します "Google Cloud Platform での Cloud Volumes ONTAP の使用を
開始する"。

Cloud Volumes ONTAP 9.6 システムでデータの階層化を有効にするには、 Cloud Manager に Google Cloud

アカウントを追加する必要があります。データ階層化により、コールドデータを低コストのオブジェクトスト
レージに自動的に階層化し、プライマリストレージのスペースを再利用してセカンダリストレージを縮小でき
ます。

アカウントを追加するときは、 Storage Admin の権限を持つサービスアカウントのストレージアクセスキー
を Cloud Manager に提供する必要があります。Cloud Manager は、アクセスキーを使用して Cloud Storage

バケットをセットアップおよび管理し、データを階層化します。

Google Cloud アカウントを追加したら、作成、変更、または複製するときに、個々のボリュームでデータ階
層化を有効にできます。
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• "GCP アカウントの設定方法と追加方法について説明します Cloud Manager の略"。

• "アクセス頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化する方法について説明します
"。

Cloud Manager の GCP クレデンシャルとサブスクリプションの管理

Cloud Manager から管理できる Google Cloud Platform のクレデンシャルには、 Cloud

Volumes ONTAP 9.6 システムで使用される Connector VM インスタンスとストレージア
クセスキーに関連付けられたクレデンシャルの 2 種類があります "データの階層化"。

Marketplace サブスクリプションと GCP クレデンシャルの関連付け

GCP に Connector を導入すると、 Cloud Manager は Connector VM インスタンスに関連付けられたデフォル
トのクレデンシャルセットを作成します。Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP の導入に使用するクレデ
ンシャルを指定します。

これらの資格情報に関連付けられている Marketplace サブスクリプションは、いつでも変更できます。サブス
クリプションを使用すると、従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成し、他のネットアップクラ
ウドサービスを使用できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. 資格情報のセットにカーソルを合わせ、アクションメニューをクリックします。

3. メニューから、 * サブスクリプションを関連付ける * をクリックします。

4. ダウンリストから Google Cloud プロジェクトとサブスクリプションを選択するか、 * サブスクリプショ
ンの追加 * をクリックして、手順に従って新しいサブスクリプションを作成します。
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5. [ 関連付け（ Associate ） ] をクリックします。

でのデータ階層化のための GCP アカウントの設定と追加 Cloud Volumes ONTAP 9.6

Cloud Volumes ONTAP 9.6 を有効にする場合は のシステム "データの階層化"、 Storage Admin の権限がある
サービスアカウントのストレージアクセスキーを Cloud Manager に提供する必要があります。Cloud

Manager は、アクセスキーを使用して Cloud Storage バケットをセットアップおよび管理し、データを階層
化します。

Cloud Volumes ONTAP 9.7 でデータ階層化を使用する場合は、の手順 4 を実行します "Google

Cloud Platform での Cloud Volumes ONTAP の使用を開始する"。

Google のサービスアカウントとアクセスキーを設定する クラウドストレージ

サービスアカウントを使用すると、 Cloud Manager でデータの階層化に使用する Cloud Storage バケットを
認証してアクセスできます。キーは、 Google Cloud Storage がリクエストを発行しているユーザーを認識で
きるようにするために必要です。

手順

1. GCP IAM コンソールを開き、を開きます "Storage Admin ロールを持つサービスアカウントを作成します
"。
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2. に進みます "GCP Storage Settings （ GCP ストレージ設定）"。

3. プロンプトが表示されたら、プロジェクトを選択します。

4. [*Interoperability *] タブをクリックします。

5. まだ有効にしていない場合は、 * 相互運用アクセスを有効にする * をクリックします。

6. [ サービスアカウントのアクセスキー *] で、 [ サービスアカウントのキーの作成 *] をクリックします。

7. 手順 1 で作成したサービスアカウントを選択します。
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8. [ キーの作成 *] をクリックします。

9. アクセスキーとシークレットをコピーします。

データ階層化用の GCP アカウントを追加する場合は、 Cloud Manager でこの情報を入力する必要があり
ます。

Cloud Manager に GCP アカウントを追加する

サービスアカウントのアクセスキーが作成されたら、そのアクセスキーを Cloud Manager に追加できます。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. [ 資格情報の追加 ] をクリックし、 [* Google Cloud * ] を選択します。

3. サービスアカウントのアクセスキーとシークレットを入力します。

これらのキーを使用して、 Cloud Manager でデータ階層化用の Cloud Storage バケットを設定できます。

4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 * アカウントの作成 * をクリックします。

次の手順

Cloud Volumes ONTAP 9.6 システムでは、ボリュームを作成、変更、またはレプリケートするときに、個々
のボリュームでデータ階層化を有効にできるようになりました。詳細については、を参照してください "使用
頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

ただし、事前に、 Cloud Volumes ONTAP が存在するサブネットがプライベート Google アクセス用に構成さ
れていることを確認してください。手順については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント：「
Configuring Private Google Access"。

Cloud Manager へのネットアップサポートサイトのアカウントの追加

BYOL システムを導入するには、 NetApp Support Site のアカウントを Cloud Manager

に追加する必要があります。また、従量課金制システムの登録や ONTAP ソフトウェア
のアップグレードも必要です。

次のビデオを視聴して、ネットアップサポートサイトのアカウントを Cloud Manager に追加する方法をご確
認ください。または、下にスクロールして手順を確認します。

[] | https://img.youtube.com/vi/V2fLTyztqYQ/maxresdefault.jpg

必要なもの
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Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. ネットアップサポートサイトのアカウントがない場合は、 "1 名で登録します"。

2. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

3. Add Credentials * をクリックし、 * NetApp Support Site * を選択します。

4. アカウントの名前を指定し、ユーザ名とパスワードを入力します。

◦ お客様レベルのアカウントである必要があります（ゲストや一時アカウントは使用できません）。

◦ BYOL システムを導入する場合は、次の点に注意してください。

▪ BYOL システムのシリアル番号にアクセスする権限がアカウントに必要です。

▪ セキュアな BYOL サブスクリプションを購入した場合は、セキュアな NSS アカウントが必要で
す。

5. [ アカウントの作成 ] をクリックします。 *

次の手順

新しい Cloud Volumes ONTAP システムの作成時や既存のシステムの登録時に、ユーザがアカウントを選択で
きるようになりました。

• "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"

• "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します"

• "従量課金制システムの登録"

• "Cloud Manager によるライセンスファイルの管理方法について説明します"

ユーザ、ワークスペース、コネクタ、およびサブスクリプショ
ンの管理

"初期セットアップを実行したあと"では、後でユーザー、ワークスペース、コネクタ、
およびサブスクリプションを管理することによって、アカウント設定の管理が必要にな
る場合があります。

"Cloud Central アカウントの仕組みの詳細については、こちらをご覧ください"。

ユーザを追加する

Cloud Central ユーザを Cloud Central アカウントに関連付けて、これらのユーザが Cloud Manager で作業環
境を作成および管理できるようにします。

手順
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1. ユーザーがまだ行っていない場合は、にアクセスするようにユーザーに依頼します "NetApp Cloud

Central" 登録してください。

2. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックします。

3. 現在選択されているアカウントの横にある ［ * アカウントの管理 * ］ をクリックします。

4. [ ユーザー ] タブで、 [ ユーザーの関連付け ] をクリックします。

5. ユーザの E メールアドレスを入力し、ユーザのロールを選択します。

◦ * アカウント管理者 * ： Cloud Manager で任意の操作を実行できます。

◦ * ワークスペース管理者 * ：割り当てられたワークスペースでリソースを作成および管理できます。

◦ * Compliance Viewer * ：アクセス権を持つワークスペースについてのみ、コンプライアンス情報を表
示し、レポートを生成できます。

6. Workspace Admin または Compliance Viewer を選択した場合は、 1 つ以上のワークスペースを選択して
そのユーザーに関連付けます。
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7. [ ユーザーの関連付け ] をクリックします。

結果

ユーザには、 NetApp Cloud Central の「 Account Association 」というタイトルの E メールが送信されます。
E メールには、 Cloud Manager にアクセスするために必要な情報が記載されています。

ユーザの削除

ユーザの関連付けを解除すると、 Cloud Central アカウント内のリソースにアクセスできなくなります。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。
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2. [ ユーザー ] タブで、ユーザーに対応する行のアクションメニューをクリックします。

3. [ ユーザーの関連付けを解除（ Disassociate User ） ] をクリックし、 [ 関連付けを解除（ Disassociate ）
] をクリックして

結果

ユーザはこの Cloud Central アカウントのリソースにアクセスできなくなります。

ワークスペース管理者のワークスペースの管理

ワークスペース管理者は、いつでもワークスペースに関連付けたり、ワークスペースと関連付けを解除したり
できます。ユーザーを関連付けると、ワークスペース内の作業環境を作成して表示できます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。
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2. [ ユーザー ] タブで、ユーザーに対応する行のアクションメニューをクリックします。

3. * ワークスペースの管理 * をクリックします。

4. ユーザーに関連付けるワークスペースを選択し、 * 適用 * をクリックします。

結果

コネクタがワークスペースにも関連付けられていれば、ユーザは Cloud Manager からこれらのワークスペー
スにアクセスできるようになりました。

ワークスペースの管理

ワークスペースの作成、名前の変更、および削除により、ワークスペースを管理します。ワークスペースにリ
ソースが含まれている場合、ワークスペースは削除できません。空である必要があります。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。

2. [* ワークスペース * ] をクリックします。

3. 次のいずれかのオプションを選択します。

◦ 新しいワークスペースを作成するには、 * 新しいワークスペースを追加 * をクリックします。

◦ * 名前変更 * をクリックして、ワークスペースの名前を変更します。
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◦ ワークスペースを削除するには、 * 削除 * をクリックします。

コネクタのワークスペースを管理する

ワークスペース管理者が Cloud Manager からワークスペースにアクセスできるように、コネクタをワークス
ペースに関連付ける必要があります。

アカウント管理者のみがいる場合は、コネクタをワークスペースに関連付ける必要はありません。アカウント
管理者は、デフォルトで Cloud Manager のすべてのワークスペースにアクセスできます。

"ユーザー、ワークスペース、コネクターの詳細をご覧ください"。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。

2. コネクター（ * Connector ）をクリックします。

3. 関連付けるコネクタの * ワークスペースの管理 * をクリックします。

4. コネクタに関連付けるワークスペースを選択し、 * 適用 * をクリックします。

サブスクリプションの管理

クラウドプロバイダのマーケットプレイスからサブスクライブすると、各サブスクリプションはアカウント設
定ウィジェットから利用できます。サブスクリプションの名前を変更したり、 1 つまたは複数のアカウント
からサブスクリプションの関連付けを解除したりすることができます。

たとえば、 2 つのアカウントがあり、それぞれが別々のサブスクリプションで課金されるとします。いずれ
かのアカウントとサブスクリプションの関連付けを解除することで、 Cloud Volume ONTAP 作業環境の作成
時にそのアカウントのユーザが誤って誤ったサブスクリプションを選択しないようにすることができます。

"サブスクリプションの詳細については、こちらをご覧ください"。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。

2. [ サブスクリプション ] をクリックします。

現在表示しているアカウントに関連付けられている月額プランのみが表示されます。

3. 管理するサブスクリプションに対応する行のアクションメニューをクリックします。
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4. サブスクリプションの名前を変更するか、サブスクリプションに関連付けられているアカウントを管理す
るかを選択します。

アカウント名を変更する

アカウント名はいつでも変更して、わかりやすい名前に変更してください。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。

2. 「 * 概要 * 」タブで、アカウント名の横にある編集アイコンをクリックします。

3. 新しいアカウント名を入力し、 * 保存 * をクリックします。

SaaS プラットフォームを有効または無効にします

会社のセキュリティポリシーに準拠するために必要な場合を除き、 SaaS プラットフォームを無効にすること
はお勧めしません。SaaS プラットフォームを無効にすると、ネットアップの統合クラウドサービスを使用で
きなくなります。

SaaS プラットフォームを無効にすると、 Cloud Manager から次のサービスを使用できなくなります。

• クラウドコンプライアンス

• Kubernetes

• クラウド階層化

• グローバルファイルキャッシュ

• 監視（ Cloud Insights ）

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Account * ドロップダウンをクリックし、 * Manage Account * をクリックし
ます。

2. [Overview] タブで、 [SaaS プラットフォームの使用 ] を有効にするオプションを切り替えます。

セキュアなアクセスのための HTTPS 証明書の管理

デフォルトでは、 Cloud Manager は Web コンソールへの HTTPS アクセスに自己署名
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証明書を使用します。認証局（ CA ）によって署名された証明書をインストールでき
ます。これにより、自己署名証明書よりも優れたセキュリティ保護が提供されます。

始める前に

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

HTTPS 証明書のインストール

セキュアなアクセスのために、 CA によって署名された証明書をインストールします。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * HTTPS セットアップ * を選択し
ます。

2. [HTTPS Setup] ページで、証明書署名要求（ CSR ）を生成するか、独自の CA 署名付き証明書をインス
トールして、証明書をインストールします。

オプション 説明

CSR を生成します a. コネクターホストのホスト名または DNS （共通名）を入力し、 * CSR の
生成 * をクリックします。

証明書署名要求が表示されます。

b. CSR を使用して、 SSL 証明書要求を CA に送信します。

証明書では、 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base-64 エンコード
X.509 形式を使用する必要があります。

c. 署名済み証明書の内容をコピーし、 [ 証明書 ] フィールドに貼り付けて、
[Install] をクリックします。

独自の CA 署名付き証明
書をインストールします

a. 「 CA 署名証明書のインストール」を選択します。

b. 証明書ファイルと秘密鍵の両方をロードし、 * Install * をクリックしま
す。

証明書では、 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base-64 エンコード
X.509 形式を使用する必要があります。

結果

Cloud Manager は、 CA 署名付き証明書を使用して、セキュアな HTTPS アクセスを提供するようになりまし
た。次の図は、セキュアアクセス用に設定された Cloud Manager システムを示しています。
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Cloud Manager の HTTPS 証明書を更新します

Cloud Manager Web コンソールへの安全なアクセスを確保するために、 Cloud Manager HTTPS 証明書は有
効期限が切れる前に更新する必要があります。証明書の有効期限が切れる前に証明書を更新しないと、ユーザ
が HTTPS を使用して Web コンソールにアクセスしたときに警告が表示されます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * HTTPS セットアップ * を選択し
ます。

Cloud Manager 証明書の詳細が表示されます。有効期限も表示されます。

2. [HTTPS 証明書の更新 ] をクリックし、手順に従って CSR を生成するか、独自の CA 署名証明書をインス
トールします。

結果

Cloud Manager は新しい CA 署名付き証明書を使用して、セキュアな HTTPS アクセスを提供します。

Cloud Volumes ONTAP の動作環境を削除しています

アカウント管理者は、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境を削除して別のシステムに移動
したり、検出に関する問題のトラブルシューティングを行ったりできます。

このタスクについて

Cloud Volumes ONTAP の作業環境を削除すると、 Cloud Manager から削除されます。Cloud Volumes

ONTAP システムは削除されません。作業環境は後で再検出できます。

Cloud Manager から作業環境を削除すると、次のことが可能になります。

• 作業環境を別のワークスペースで再検出します

• 別の Cloud Manager システムから再検出します
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• 初期検出中に問題が発生した場合は、再検出します

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * Tools * を選択します。

2. [ ツール ] ページで、 [* 起動 *] をクリックします。

3. 削除する Cloud Volumes ONTAP の作業環境を選択します。

4. [ レビューと承認 ] ページで、 [* 移動 ] をクリックします。

結果

Cloud Manager は、作業環境を削除します。ユーザーは、この作業環境をいつでも [ 作業環境 ] ページから再
検出できます。

プロキシサーバを使用するためのコネクタの設定

インターネットへのすべての HTTP 通信にプロキシサーバを使用するように企業のポリ
シーで指定されている場合は、そのプロキシサーバを使用するようにコネクタを設定す
る必要があります。プロキシサーバは、クラウドまたはネットワークに配置できます。

プロキシサーバ、そのコネクタ、および管理対象の Cloud Volumes ONTAP システム（ HA メディエーターを
含む）を使用するようにコネクタを設定すると、すべてのでプロキシサーバが使用されます。

手順

1. "Cloud Manager SaaS インターフェイスにログインします" コネクターインスタンスへのネットワーク接
続を持つマシンから。

コネクタにパブリック IP アドレスがない場合は、 VPN 接続が必要です。そうでない場合は、コネクタと
同じネットワークにあるジャンプホストから接続する必要があります。

2. [* コネクタ * （ Connector * ） ] ドロップダウンをクリックし、特定のコネクターの [ ローカル UI へ移動
（ * Go to local UI * ） ] をクリックする。
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コネクタで実行されている Cloud Manager インターフェイスが新しいブラウザタブに表示されます。

3. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * Cloud Manager 設定 * を選択しま
す。

4. HTTP プロキシで、構文を使用してサーバを入力します http://address:port[]をクリックして、サーバーの
基本認証が必要な場合はユーザー名とパスワードを指定し、 * 保存 * をクリックします。

Cloud Manager では、 @ 文字を含むパスワードはサポートされていません。

結果

プロキシサーバを指定すると、 AutoSupport メッセージの送信時にプロキシサーバを使用するように、新し
い Cloud Volumes ONTAP システムが自動的に設定されます。ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作
成する前にプロキシサーバを指定しなかった場合は、 System Manager を使用して、各システムの
AutoSupport オプションでプロキシサーバを手動で設定する必要があります。

Azure での Cloud Volumes ONTAP HA の CIFS ロックの無効
化

アカウント管理者は、 Cloud Manager で設定を有効にして、 Azure メンテナンスイベン
ト時の Cloud Volumes ONTAP ストレージフェイルオーバーの問題を回避できます。こ
の設定を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は CIFS ロックを拒否し、アクティブ
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な CIFS セッションをリセットします。

このタスクについて

Microsoft Azure では、仮想マシンに対して定期的なメンテナンスイベントをスケジュールします。Cloud

Volumes ONTAP HA ペアのノードでメンテナンスイベントが発生すると、 HA ペアでストレージのテイクオ
ーバーが開始されます。このメンテナンスイベントの間にアクティブな CIFS セッションがあると、 CIFS フ
ァイルがロックされてストレージフェイルオーバーを実行できなくなる可能性があります。

この設定を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP でロックが拒否され、アクティブな CIFS セッションがリ
セットされます。その結果、これらのメンテナンスイベントの間は HA ペアでストレージフェイルオーバーを
実行できます。

このプロセスは、 CIFS クライアントの処理を中断する可能性があります。CIFS クライアント
からコミットされていないデータは失われる可能性があります。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * Cloud Manager 設定 * を選択しま
す。

2. HA CIFS lock* で、チェックボックスを選択し、 * Save * をクリックします。

参照

ロール

Account Admin 、 Workspace Admin 、 Cloud Compliance Viewer の各ロールは、ユー
ザーに特定の権限を提供します。

タスク アカウント管理者 ワークスペース管理者 Cloud Compliance

Viewer
の情報を確認します

作業環境の管理 はい。 はい。 いいえ

作業環境でサービスを有効にし
ます

はい。 はい。 いいえ

データ複製ステータスを表示し
ます

はい。 はい。 いいえ

タイムラインを表示します はい。 はい。 いいえ

ワークスペースを切り替えます はい。 はい。 はい。
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タスク アカウント管理者 ワークスペース管理者 Cloud Compliance

Viewer
の情報を確認します

コンプライアンススキャンの結
果を表示します

はい。 はい。 はい。

作業環境を削除します はい。 いいえ いいえ

Kubernetes クラスタを作業環境
に接続

はい。 いいえ いいえ

Cloud Volumes ONTAP レポート
を受信します

はい。 いいえ いいえ

コネクタを作成します はい。 いいえ いいえ

Cloud Central アカウントを管理
します

はい。 いいえ いいえ

クレデンシャルを管理する はい。 いいえ いいえ

Cloud Manager の設定を変更 はい。 いいえ いいえ

サポートダッシュボードを表示
および管理します

はい。 いいえ いいえ

Cloud Manager から作業環境を
削除します

はい。 いいえ いいえ

HTTPS 証明書をインストールし
ます

はい。 いいえ いいえ

関連リンク

• "Cloud Central アカウントでのワークスペースとユーザのセットアップ"

• "Cloud Central アカウントでのワークスペースとユーザの管理"

Cloud Manager でクラウドプロバイダの権限が使用される仕組み

Cloud Manager からクラウドプロバイダの処理を実行するには権限が必要です。これら
の権限はに含まれています "ネットアップが提供するポリシー"。このような権限を持つ
Cloud Manager の機能を理解しておく必要があるかもしれません。

Cloud Manager が AWS 権限を使用して実行する処理

Cloud Manager は AWS アカウントを使用して、 EC2 、 S3 、 CloudFormation 、 IAM 、 Security Token

Service （ STS ）、 Key Management Service （ KMS ）などの複数の AWS サービスへの API コールを行い
ます。

アクション 目的

"EC2:StartInstances" 、 "EC2:StopInstances" 、
"EC2:DescribeInstances" 、
"EC2:DescribeInstanceStatus" 、
"EC2:RunInstances" 、 "EC2:TerminateInstances" 、
"EC2:ModifyInstanceAttribute" 、

Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動し、イン
スタンスを停止、開始、監視します。
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アクション 目的

"EC2: DescribeInstanceAttribute" 、 サポートされているインスタンスタイプで Enhanced

Networking が有効になっていることを確認します。

「 EC2 ：説明文」、「 EC2 ：説明文」、 Cloud Volumes ONTAP HA 構成を起動します。

EC2 ： createTags 、 Cloud Manager が作成するすべてのリソースに「
workingEnvironment 」タグと「 workingEnvironmId

」タグを付けます。Cloud Manager では、これらの
タグを使用してメンテナンスとコスト割り当てを行い
ます。

"EC2:CreateVolume" 、 "EC2:DescribeVolumes" 、
"EC2:ModifyVolumeAttribute" 、 "EC2:AttachVolume"

、 "EC2:DeleteVolume" 、 "EC2:DetachVolume" 、

Cloud Volumes ONTAP がバックエンドストレージと
して使用する EBS ボリュームを管理します。

"EC2:CreateSecurityGroup" 、
"EC2:DeleteSecurityGroup" 、
"EC2:RevokeSecurityGroupEgress " 、
"EC2:AuthorizeSecurityGroupEgress " 、
"EC2:RevokeSecurityGroupIngress " 、
"EC2:RevokeSecurityGroupIngress " 、

Cloud Volumes ONTAP 用の定義済みセキュリティグ
ループを作成します。

"EC2:CreateNetworkInterface",

"EC2:DescribeNetworkInterfaces ",

"EC2:DeleteNetworkInterface",

"EC2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",

ターゲットサブネット内の Cloud Volumes ONTAP の
ネットワークインターフェイスを作成および管理しま
す。

「 EC2 ：説明サブネット」、「 EC2 ：説明 VPC
」、

Cloud Volumes ONTAP 用の新しい作業環境を作成す
るときに必要な、デスティネーションサブネットとセ
キュリティグループのリストを取得します。

EC2 ： DescribeDHCPOptions Cloud Volumes ONTAP インスタンスの起動時に DNS

サーバとデフォルトのドメイン名を決定します。

「 EC2 ： CreateSnapshot 」、「 EC2 ：
DeleteSnapshot 」、「 EC2 ： DescribeSnapshot
」、

初期セットアップ時、および Cloud Volumes ONTAP

インスタンスが停止したときに、 EBS ボリュームの
スナップショットを作成します。

"EC2:GetConsoleOutput" 、 AutoSupport メッセージに添付された Cloud Volumes

ONTAP コンソールをキャプチャします。

「 EC2 ：説明キーペア」、 インスタンスの起動時に使用可能なキーペアのリスト
を取得します。

「 EC2 ：説明論」、 使用可能な AWS リージョンのリストを取得します。

EC2 ： DeleteTags 、 EC2 ： DescribeTags 、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに関連付けられ
たリソースのタグを管理します。

CloudFormation ： CreateStack 」、「
CloudFormation ： DeleteStack 」、「
CloudFormation ： DescribeStack 」、「
CloudFormation ： DescribeStackEvents 」、「
CloudFormation ： ValidateTemplate 」、

Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動します。
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アクション 目的

"iam ： PassRole" 、 "iam ： CREATEROLE" 、 "iam

： PutRolePolicy " 、 "iam ： CreateInstanceProfile"

、 "iam ： DeleteRolePolicy " 、 "iam ：
AddRoleToInstanceProfile" 、 "IAM ：
RemoveRoleInstanceFromProfile" 、 "iam ：
DeleteInstanceProfile" 、 "iam ：
DeleteInstanceProfile

Cloud Volumes ONTAP HA 構成を起動します。

"IAM:ListInstanceProfiles" 、 "STS:

DecodeAuthorizationMessage" 、
"EC2:AssociateIamInstanceProfile" 、
"EC2:DescribeIamInstanceProfileAssociations" 、
"EC2:DisassociateIamInstanceProfileProfile" 、

Cloud Volumes ONTAP インスタンスのインスタンス
プロファイルを管理します。

「 s3 ： GetBucketTagging 」、「 s3 ：
GetBucketLocation 」、「 s3 ： ListAllMyBuckets

」、「 s3 ： ListBucket 」

AWS S3 バケットに関する情報を取得して、 Cloud

Manager を NetApp Data Fabric Cloud Sync サービス
と統合できるようにします。

s3 ： CreateBucket 、 s3 ： DeleteBucket 、 s3 ：
GetLifecycleConfiguration 、 s3 ： PutBucketTagging

、 s3 ： ListBucketVersions 、 s3 ：
GetBucketPolicyStatus 、 s3 ：
GetBucketPublicAccessBlock 、 s3 ：
GetBucketAccessBlock 、 GetBucketAccessBlock

Cloud Volumes ONTAP システムでデータ階層として
使用する S3 バケットを管理します。

"kms ：リスト * " 、 "kms ：再暗号化 * " 、 "kms ：
DESCRIBE * " 、 "kms ： CreateGrant" 、

AWS Key Management Service （ KMS ；キー管理サ
ービス）を使用した Cloud Volumes ONTAP のデータ
暗号化を有効にします。

"CE:GetReservationUtilization" 、
"CE:GetDimensionValues" 、
"CE:GetCostAndUsage", "CE:GetTags"

Cloud Volumes ONTAP の AWS コストデータを取得
します。

"EC2:CreatePlacementGroup" 、
"EC2:DeletePlacementGroup"

単一の AWS アベイラビリティゾーンに HA 構成を導
入すると、 Cloud Manager は 2 つの HA ノードと
AWS 分散配置グループ内のメディエーターを起動し
ます。

EC2: DescribeReservedInstancesOffers ( 英語 ) Cloud Manager は、 Cloud Compliance の導入の一環
としてこの権限を使用して、使用するインスタンスタ
イプを選択します。

「 s3 ： DeleteBucket 」、「 s3 ：
GetLifecycleConfiguration 」、「 s3 ：
PutBucketLifeConfiguration 」、「 s3 ：
PutBucketTagging 」、「 s3 ： ListBucketVersions

」、「 s3 ： ListBucket 」、「 s3 ：
ListAllMyBuckets 」、「 s3 ：
GetBucketAccessBuckets3 ：
GetBucketAccessBuckets3 、
GetBucketAccessBuckets3 ： GetBucketAccessBlock

Cloud Manager では、 S3 へのバックアップサービス
を有効にする際にこれらの権限を使用します。

クラウドマネージャーが Azure の権限で行うこと

Cloud Manager Azure ポリシーには、 Cloud Manager が Azure で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理
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するために必要な権限が含まれています。

アクション 目的

「 Microsoft.Compute/locations/operations/read"

」、「 Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read"

」、「 Microsoft.Compute/operations/read" 」、「
Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read

" 」、「
Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action"

」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/read"

」、「
Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action"

」、「
Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action"

」、「
Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action"

」、「
Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read"

」、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/write" 」、

Cloud Volumes ONTAP を作成し、システムのステー
タスを停止、開始、削除、取得します。

「 microsoft.compute/images/write 」、「
microsoft.compute/images/read 」、

VHD から Cloud Volumes ONTAP を導入できます。

Microsoft.Compute/disks/delete" 、
Microsoft.Compute/disks/read" 、
Microsoft.Compute/disks/write" 、
"Microsoft.Storage/checknameavailability/read" 、
"Microsoft.Storage/operations/read" 、
"microsoft.StorageAccounts/listkeyss/action" 、
"microsoft.Storage/storageAccounts/read" 、
"microsoft.Storage/regenerateAccounts/action" 、
"Microsoft.Storage/storageAccounts/action" 、
"/writeStorageAccounts" 、
"/StorageAccounts/StorageAccounts/write/StorageAcc

ounts" 、 ",","Microsoft 。

Azure ストレージアカウントとディスクを管理し、デ
ィスクを Cloud Volumes ONTAP に接続します。

「 microsoft.network/networkinterfaces/read 」、「
microsoft.network/networkinterfaces/write 」、「
microsoft.network/networkinterfaces/join/action 」、

ターゲットサブネット内の Cloud Volumes ONTAP の
ネットワークインターフェイスを作成および管理しま
す。

「 microsoft.network/networksecuritygroups/read

」、「 microsoft.network/networksecuritygroups/write

」、「
microsoft.network/networksecuritygroups/join/action
」、

Cloud Volumes ONTAP 用の定義済みネットワークセ
キュリティグループを作成します。

575



アクション 目的

「 microsoft.Resources/Subscriptions /locations /read

」、「
Microsoft.Network/locations/operationResults/read"

」、「 Microsoft.Network/locations/operations/read"

」、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/read"

」、「
Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAv

ailability/read" 」、「
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read"

」、「
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMac

hines/read" 」、「
Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/rea

d" 」、「
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action"

」、

リージョン、ターゲット VNet 、およびサブネットに
関するネットワーク情報を取得し、 vnet に Cloud

Volumes ONTAP を追加します。

「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write"

」、 Microsoft.Network/routeTables/join/action" 、
データ階層化のための VNet サービスエンドポイント
を有効にします。

「
Microsoft.Resources/Deployments/Operations/Read

」、「 Microsoft.Resources/Deployments/Read

」、「 Microsoft.Resources/Deployments/Write 」、

テンプレートから Cloud Volumes ONTAP を導入しま
す。

"microsoft.Resources/Deployments/operations/read"

、 "microsoft.Resources/Deployments/read" 、
"microsoft.Resources/resources/read" 、
"microsoft.resources/resources/operationresults/read"

、 "microsoft.resources/Subscriptions

/resourceGroups/delete" 、
"microsoft.resources/Subscriptions

/resources/groups/resources/resources/reads/resourc

es/resources/resources/resources/resources/resource

s/resources/reading" 、
",",",","resources/resources/resources/resources/resou

rces/resources/resources/resources/resources/resour

ces/resources/resources/resources/resources/resourc

es/resources/groups/

Cloud Volumes ONTAP のリソースグループを作成お
よび管理します。

「 microsoft.compute/snapshots/write 」、「
microsoft.compute/snapshots/read 」、「
microsoft.compute/disks/beginingAccess/action 」

Azure マネージドスナップショットを作成および管理
します。

"microsoft.compute/availabilitySets/write",

"microsoft.compute/availabilitySets/read",
Cloud Volumes ONTAP の可用性セットを作成および
管理します。

"Microsoft.MarketplaceOrdering/Offered

Types/publishers/capers/plans/agreements/read" 、
"Microsoft.MarketplaceOrdering /

offerTypes/publishers/capes/plans/agreements/write"

Azure Marketplace からのプログラムによる展開を可
能にします。
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アクション 目的

「 Microsoft.Network/loadBalancers/read" 」、「
Microsoft.Network/loadBalancers/write" 」、「
Microsoft.Network/loadBalancers/delete" 」、「
Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPo

ols/read" 」、「
Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPo

ols/join/action" 」、「
Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigura

tions/read" 」、「
Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/

read" 」、「
Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read" 」、「
Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action"
」

HA ペアの Azure ロードバランサを管理します。

"Microsoft 許可 / ロック /*" Azure ディスクのロックの管理を有効にします。

"Microsoft.Authorization/roleDefinites/write" 、
"Microsoft.Authorization/rolrolわり あて /write" 、
"Microsoft.Web/sites/*"

HA ペアのフェイルオーバーを管理します。

「 Microsoft.Network/privateEndpoints/write" 」、「
Microsoft.StorageAccounts/PrivateEndpointConnectio

nsApproval/action 」、「
microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointCo

nnections/read 」、「
Microsoft.Network/privateEndpoints/read" 」、「
Microsoft.Network/privateDnsZones/write" 」、「
Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLin

ks/write" 」、「
Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write" 」、「
Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLin

ks/read" 」、「
Microsoft.Network/privateDnsZones/read" 」、「
Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action" 」、「
」、「 」、「 」

プライベートエンドポイントの管理をイネーブルにし
ます。プライベートエンドポイントは、サブネットの
外部への接続が提供されない場合に使用されま
す。Cloud Manager は、サブネット内で内部接続の
みを使用して HA 用のストレージアカウントを作成し
ます。

"

Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volu

mes/delete" 、

Azure NetApp Files のボリュームを Cloud Manager

で削除できます。

"microsoft.Resources/Deployments/operationStatuses

/read"
Azure では、一部の仮想マシン環境に対してこの権限
が必要です（導入時に使用する基盤となる物理ハード
ウェアによって異なります）。
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アクション 目的

"microsoft.Resources/Deployments/operationStatuses

/read" 、 "microsoft.Insights / Metrics / Read" 、
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write"

、
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read"

、
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete

" 、 "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete" 、
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete" 、
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete" 、
"Microsoft.Resources/Deployments/delete" 、

グローバルファイルキャッシュを使用できます。

「 Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read" Cloud Manager で、別のアカウントの外部キーを使
用してシングルノード Cloud Volumes ONTAP システ
ムの Azure 管理ディスクを暗号化できます。この機
能は API を使用してサポートされます。

Cloud Manager が GCP 権限を使用して実行する処理

GCP の Cloud Manager ポリシーには、 Cloud Volumes ONTAP の導入と管理に Cloud Manager が必要とす
る権限が含まれています。

アクション 目的

-compute.disks .create -computedisks

.createsnapshot - compute.disks.delete

-computedisks .get-compute.diskList -

compute.disks.setLabels - compute.disks.us

Cloud Volumes ONTAP 用のディスクを作成および管
理します。

-compute-firewalls .create - compute.firewalls.delete

-comput領域 .firewalls .get-comput領域 .firewalls リス
ト

Cloud Volumes ONTAP のファイアウォールルールを
作成します。

-computer.globalOperationsGet 処理のステータスを確認できます。

-compute.image.get-compute.image.getFromFamily

-compute.image.list - compute.images.useReadOnly
VM インスタンスのイメージを取得します。

- compute.instances.attachDisk -

compute.instances.detachDisk
ディスクを Cloud Volumes ONTAP に接続して接続解
除します。

- compute.instances.create -

compute.instances.delete
Cloud Volumes ONTAP VM インスタンスを作成およ
び削除します。

- compute.instances.get VM インスタンスを一覧表示します。

- compute.instances.getSerialPortOutput をクリックしてコンソールログを取得してください

- compute.instances.list ゾーン内のインスタンスのリストを取得します。

- compute.instances.setDeletionProtection インスタンスに削除保護を設定します。

- compute.instances.setLabels ラベルを追加します。

- compute.instances.setMachineType Cloud Volumes ONTAP のマシンタイプを変更しま
す。

- compute.instances.setMetadata をクリックしてください。
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アクション 目的

- compute.instances.setTags ファイアウォールルールのタグを追加します。

- compute.instances.start - compute.instances.stop -

compute.instances.updateDisplayDevice
Cloud Volumes ONTAP を開始および停止します。

-computesCompute .machineTypes.get コア数を取得して qoutas をチェックしてください。

- compute.projects.get 複数のプロジェクトをサポートするため。

-compute-snapshots-create -

compute.snapshots.delete -compute-snapshots

-getCompute-snapshots-list -

compute.snapshots.setLabels

永続ディスクスナップショットを作成および管理する
には、次の手順に従います。

- compute.networks.get - compute.networks.list -

comput.regions.Get-comput領域 .list-comput領域
.subnetworks -compute.subnetworks

.listCompute.zoneOperations-get-compute.zones .get-

compute.zones リスト

新しい Cloud Volumes ONTAP 仮想マシンインスタン
スの作成に必要なネットワーク情報を取得するため。

- deploymentmanager.compositeTypes.get -

deploymentmanager.compositeTypes.list -

deploymentmanager.deployments.create -

deploymentmanager.deployments.delete -

deploymentmanager.deployments.get -

deploymentmanager.deployments.list

-deploymentmanager. マニフェスト .get-

deploymentmanager. マニフェスト .list-list-

deploymentmanager. operations-get-

deploymentmanager. operationlist

-deploymentmanager. resources.get-

deploymentmanager. resources.list-

deploymentmanager. typeProviders.get-

deploymentmanager. typeProviders.list-

deploymentmanager. -deploymentmanager. types] リ
スト

Google Cloud Deployment Manager を使用して
Cloud Volumes ONTAP 仮想マシンインスタンスを導
入します。

-logging.logEntries.list-logging.privateLogEntries.list スタックログドライブを取得する方法

- resourcemanager.projects.get 複数のプロジェクトをサポートするため。

-storagバケット 。 create - storage.buckets.delete

-storagバケット .get-storagバケット .list-storagバケッ
ト .buckets-update

Google Cloud Storage バケットを作成して管理し、
データを階層化します。

- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt -

cloudkms .cryptoKeys.get-cloudkms .cryptoKeys.list-

cloudkm.keyringlist.list

Cloud Volumes ONTAP でクラウドキー管理サービス
からお客様が管理する暗号化キーを使用するため。

- compute.instances.setServiceAccount -

iam.serviceAccounts.getIamPolicy -

iam.serviceAccounts.list

Cloud Volumes ONTAP インスタンスにサービスアカ
ウントを設定します。このサービスアカウントは、
Google Cloud Storage バケットへのデータ階層化の
権限を提供します。
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AWS Marketplace の Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP のページ

AWS Marketplace では、 Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP 向けのサービスがい
くつか提供されています。各ページの目的についてヘルプが必要な場合は、以下の説明
を参照してください。

いずれの場合も、 AWS Marketplace から AWS で Cloud Volumes ONTAP を起動することはできないことに
注意してください。Cloud Manager から直接起動する必要があります。

目標 AWS Marketplace
のページで使用できます

詳細情報

Cloud Volumes ONTAP PAYGO 、
クラウド階層化、クラウドコンプラ
イアンス、その他のアドオンサービ
スを有効にします

"Cloud Manager - NetApp Cloud

Data Services の導入と管理"
このサブスクリプションでは、
Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降の
PAYGO バージョンの課金が可能で
す。また、 Cloud Tiering 、 Cloud

Compliance 、その他のアドオンサ
ービスを課金できます。Cloud

Manager から要求されてページに
リダイレクトされた場合は、この
サービスに登録する必要がありま
す。Cloud Manager の Working

Environment ウィザードを使用す
るか、 Settings で新しいクレデン
シャルを追加するように求められ
ます。このページでは、 AWS で
Cloud Manager を起動することは
できません。から実行する必要が
あります "NetApp Cloud Central"ま
たは、この表の 3 行目に記載され
た AMI を使用することもできま
す。

Cloud Volumes ONTAP PAYGO 、
クラウド階層化、クラウドコンプラ
イアンス、その他のアドオンサービ
スを年単位の契約 _ で利用可能にし
ます

"Cloud Manager （契約） - ネット
アップクラウドデータサービスの
導入と管理"

このサブスクリプションは、最初
の行のサブスクリプションに代わ
るものです。これにより、年 1 回
の前払いでの支払いが可能になり
ます。主な対象はネットアップパ
ートナーです。

AWS Marketplace から AMI を使用
して Cloud Manager を導入

"Cloud Manager - アクセスキーを
使用せずに手動でインストール"

から AWS で Cloud Manager を起
動することを推奨します "NetApp

Cloud Central"ただし、必要に応じ
て、この AWS Marketplace のペー
ジから起動することもできます。

580

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07QX2QLXX
https://cloud.netapp.com
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B086PDWSS8
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B018REK8QG
https://cloud.netapp.com
https://cloud.netapp.com


目標 AWS Marketplace
のページで使用できます

詳細情報

Cloud Volumes ONTAP PAYGO （
9.5 以前）の導入が可能

• "Cloud Volumes ONTAP for

AWS"

• "Cloud Volumes ONTAP for

AWS - 高可用性"

AWS Marketplace のこれらのペー
ジでは、バージョン 9.5 以前の
Cloud Volumes ONTAP の単一ノー
ドまたは HA バージョンをサブス
クライブできます。バージョン 9.6

以降では、 PAYGO の導入につい
ては、この表の 1 行目に記載され
た AWS Marketplace のページでサ
ブスクライブする必要がありま
す。
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API と自動化を活用

コードとしてのインフラを自動化するためのリソース

このページのリソースを使用して、の統合を支援します Cloud Manager と Cloud

Volumes ONTAP の組み合わせをで使用できます "コードとしてのインフラ"。

DevOps チームは、さまざまなツールを使用して新しい環境のセットアップを自動化し、インフラをコードと
して扱うことができます。そのようなツールの 1 つは Terraform です。ネットアップは、 DevOps チームが
Cloud Manager と連携して Cloud Volumes ONTAP を自動化し、コードとしてインフラと統合できる
Terraform プロバイダを開発しました。

"cloudmmanager プロバイダを表示します"。

• 関連リンク *

• "NetApp Cloud ブログ： Using Cloud Manager REST API with Federated Access"

• "ネットアップのクラウドブログ：「 Cloud Automation with Cloud Volumes ONTAP and REST"

• "ネットアップのクラウドブログ： Automated Data Cloning for Cloud Based Testing of Software

Applications"

• "ネットアップのブログ：「 Infrastructure-as-Code （ IAC ） Accelerated with Ansible + NetApp"

• "NetApp thePub ： Ansible による構成管理と自動化"

• "NetApp thePub ： Ansible ONTAP の役割"
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ヘルプを参照したり、詳細情報を参照したりするに
は

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP の詳細については、ビデオ、フォーラム、サ
ポートなどのさまざまなリソースを参照してください。

• "NetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート"

サポートリソースにアクセスして、 Cloud Volumes ONTAP に関するヘルプやトラブルシューティングを
参照してください。

• "Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP のビデオ"

Cloud Volumes ONTAP の導入と管理の方法、ハイブリッドクラウド全体でデータをレプリケートする方
法を紹介したビデオをご覧ください。

• "Cloud Manager のポリシー"

Cloud Manager がクラウドプロバイダ内でアクションを実行するために必要な権限を含む JSON ファイル
をダウンロードします。

• "Cloud Manager API 開発者ガイド"

API の概要、使用方法の例、 API リファレンスを紹介します。

• Cloud Volumes ONTAP のトレーニング

◦ "Cloud Volumes ONTAP の基礎"

◦ "Azure 向け Cloud Volumes ONTAP の導入と管理"

◦ "AWS 向けの Cloud Volumes ONTAP の導入と管理"

• テクニカルレポート

◦ "NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web

Services における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"

◦ "NetApp テクニカルレポート 4671 ：アプリケーションワークロードを使用した Azure における
Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性評価"

◦ "ネットアップテクニカルレポート 4816 ：『 Performance Characterization of Cloud Volumes ONTAP

for Google Cloud 』"

• SVM ディザスタリカバリ

SVM ディザスタリカバリは、ソース SVM からデスティネーション SVM への SVM のデータと設定の非
同期ミラーリングです。ソース SVM が使用できなくなった場合は、デスティネーション SVM をデータ
アクセス用に簡単にアクティブ化できます。

◦ "『 Cloud Volumes ONTAP 9SVM Disaster Recovery Preparation Express Guide 』を参照してくださ
い"

ディザスタリカバリに備えて、デスティネーション SVM を迅速に設定する方法について説明しま
す。
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◦ "『 Cloud Volumes ONTAP 9SVM Disaster Recovery Express Guide 』を参照してください"

災害発生後にデスティネーション SVM を迅速にアクティブ化し、ソース SVM を再アクティブ化する
方法について説明します。

• "『 FlexCache Volumes for Faster Data Access Power Guide 』を参照してください"

データアクセスを高速化するために、元のボリュームと同じクラスタまたは異なるクラスタに FlexCache

ボリュームを作成して管理する方法について説明します。

• "セキュリティアドバイザリ"

ONTAP を含むネットアップ製品の既知の脆弱性（ CSE ）を特定するCloud Volumes ONTAP のセキュリ
ティの脆弱性は、 ONTAP のドキュメントに従って修正できます。

• "ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

Cloud Volumes ONTAP の使用に役立つ ONTAP の製品マニュアルにアクセスしてください。

• "ネットアップコミュニティ：クラウドデータサービス"

同僚とつながり、質問をしたり、アイデアを交換したり、リソースを見つけたり、ベストプラクティスを
共有したりします。

• "NetApp Cloud Central"

クラウド向けのその他のネットアップ製品とソリューションに関する情報をご覧ください。

• "ネットアップの製品マニュアル"

手順、リソース、回答については、ネットアップの製品マニュアルを参照してください。
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それよりも前のバージョンの Cloud Manager のド
キュメント

最新バージョンを実行していない場合は、 Cloud Manager の以前のリリースに関するド
キュメントを参照できます。

• "Cloud Manager 3.7"

• "Cloud Manager 3.6"

• "Cloud Manager 3.5"

• "Cloud Manager 3.4."

• "Cloud Manager 3.3"

• "Cloud Manager 3.2"
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法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標で
す。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関す
る情報が記載されています。

• "Cloud Manager 3.8.7 の注意事項"

• "Cloud Manager 3.8.6 の注意事項"

• "Cloud Manager 3.8.5 の通知"

• "Cloud Manager 3.8.4 の通知"

• "Cloud Manager 3.8.3 に関する注意事項"

• "Cloud Manager 3.8.2 の通知"

• "Cloud Manager 3.8.1 の通知です"

• "Cloud Manager 3.8 に関する注意事項"

• "Cloud Backup Service の注意事項を参照してください"

• "Global File Cache に関する注意事項"

• "Cloud Compliance に関する通知"
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