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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

4

https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/storage-introduction/
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_azure_97.html
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://cloud.google.com/compute/docs/disks/
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-volumes-ontap/reference_limits_gcp_97.html


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

9



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。
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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。

16

http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix


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。
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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。
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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。

25

http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-acg/home.html


"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"。
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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。
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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）。
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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。

92



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。
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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。

109

https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html
https://mysupport.netapp.com/GPS/ECMLS2588181.html


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。

114

http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-rhel-cg/GUID-15E8C226-BED5-46D0-BAED-379EA4311340.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-iscsi-cpg/GUID-857453EC-90E9-4AB6-B543-83827CF374BF.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-fc-mgmt/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.onc-sm-help-960/GUID-07F4C213-076D-4FE8-A8E3-410F49498D49.html
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com


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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https://www.youtube.com/watch?v=PBNPVRUeT1o


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

122

http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-vol-move/home.html


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。
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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"。

156

https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/api.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sag/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html
http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-ems/home.html


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。

174

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。

178



著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保
護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複
写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法に
よる複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となりま
す。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保
証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示
的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損
失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、
間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知さ
れていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうで
ない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。
ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じ
る責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップ
の特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ
って保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR

5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関
する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、デー
タの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよび
コンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対
し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有
し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使
用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開
示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権
については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。そ
の他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。

179

http://www.netapp.com/TM

	Cloud Volumes ONTAP を管理します : Cloud Manager 3.8
	目次
	Cloud Volumes ONTAP を管理します
	詳細はこちら
	AWS を始めましょう
	Azure で始めましょう
	GCP を始めましょう
	ストレージをプロビジョニングおよび管理する
	システム間でのデータのレプリケーション
	パフォーマンスを監視
	ランサムウェアからの保護を強化
	管理


