
Cloud Manager の管理
Cloud Manager 3.8
NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_finding_system_id.html on
February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.



目次

Cloud Manager の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Cloud Manager システム ID を確認する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

コネクタを管理します . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

クレデンシャルを管理する . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

セキュアなアクセスのための HTTPS 証明書の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

Cloud Volumes ONTAP の動作環境を削除しています . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

プロキシサーバを使用するためのコネクタの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Azure での Cloud Volumes ONTAP HA の CIFS ロックの無効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

参照 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52



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。

8

https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_cloud_central_accounts.html


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。

9

https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/netapp.netapp-oncommand-cloud-manager


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。
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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。
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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。
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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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