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クレデンシャルを管理する

AWS

AWS のクレデンシャルと権限

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP の導入時に使用する AWS クレデンシャ
ルを選択できます。すべての Cloud Volumes ONTAP システムは、初期の AWS クレデ
ンシャルを使用して導入することも、クレデンシャルを追加することもできます。

AWS の初期クレデンシャル

Cloud Manager からコネクタを導入するときは、権限を持つ AWS アカウントを使用して Connector インスタ
ンスを起動する必要があります。必要な権限は、に表示されます "AWS 用のコネクタ導入ポリシー"。

Cloud Manager が AWS でコネクタインスタンスを起動すると、インスタンス用の IAM ロールとインスタン
スプロファイルが作成されます。また、 Cloud Manager にその AWS アカウント内のリソースやプロセスを
管理する権限を付与するポリシーも適用されます。 "Cloud Manager での権限の使用方法を確認します。"。

Cloud Volumes ONTAP の新しい作業環境を作成すると、 Cloud Manager で選択される AWS クレデンシャル
にはデフォルトで次のものがあります。

追加の AWS クレデンシャル

別々の AWS アカウントで Cloud Volumes ONTAP を起動する場合は、どちらかを実行します "IAM ユーザま
たは ARN に AWS キーを指定します 信頼できるアカウントのロール"。次の図は、 2 つの追加アカウントを
示しています。 1 つは、信頼されたアカウントの IAM ロールを介してアクセス許可を提供し、もう 1 つは
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IAM ユーザの AWS キーを使用してアクセス許可を提供します。

そのあとで "Cloud Manager にアカウントのクレデンシャルを追加します" IAM ロールの Amazon リソース名
（ ARN ）、または IAM ユーザの AWS キーを指定します。

クレデンシャルを追加したら、新しい作業環境を作成するときにクレデンシャルに切り替えることができま
す。
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 ページで [ アカウントの切
り替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

市場への導入とオンプレミスの導入についてはどうでしょうか。

上記の各セクションでは、 Cloud Manager のコネクタで推奨される導入方法について説明します。から AWS

に Connector を導入することもできます "AWS Marketplace" また、次のことも可能です "コネクタをオンプレ
ミスにインストールします"。

Marketplace を使用する場合も、アクセス許可は同じ方法で提供されます。IAM ロールを手動で作成して設定
し、追加のアカウントに権限を付与するだけで済みます。

オンプレミス環境では、 Cloud Manager システム用の IAM ロールを設定することはできませんが、追加の
AWS アカウントの場合と同様に権限を付与することはできます。
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AWS クレデンシャルを安全にローテーションするにはどうすればよいですか。

前述したように、 Cloud Manager では、いくつかの方法で AWS クレデンシャルを提供できます。信頼され
たアカウントで IAM ロールを割り当てるか、 AWS アクセスキーを指定することで、コネクタインスタンス
に関連付けられた IAM ロールを指定できます。

最初の 2 つのオプションでは、 Cloud Manager は AWS Security Token Service を使用して、継続的にローテ
ーションする一時的なクレデンシャルを取得します。このプロセスはベストプラクティスであり、自動的に実
行され、セキュリティが確保されています。

Cloud Manager に AWS アクセスキーを指定する場合は、 Cloud Manager でキーを一定の間隔で更新して、
キーをローテーションする必要があります。これは完全に手動で行います。

Cloud Manager 用の AWS クレデンシャルとサブスクリプションの管理

Cloud Volumes ONTAP システムを作成するときに、そのシステムで使用する AWS のク
レデンシャルとサブスクリプションを選択する必要があります。複数の AWS サブスク
リプションを管理する場合は、それぞれのサブスクリプションをのクレデンシャルペー
ジから別々の AWS クレデンシャルに割り当てることができます。

Cloud Manager に AWS クレデンシャルを追加する前に、そのアカウントに必要な権限を付与する必要があり
ます。この権限を付与することで、 Cloud Manager からその AWS アカウント内のリソースやプロセスを管
理できるようになります。権限の指定方法は、 Cloud Manager に AWS キーを提供するか、信頼されたアカ
ウントのロールの ARN を提供するかによって異なります。

Cloud Manager からコネクタを導入すると、 Cloud Manager はコネクタを導入したアカウント
の AWS クレデンシャルを自動的に追加しました。既存のシステムに Connector ソフトウェア
を手動でインストールした場合、この初期アカウントは追加されません。 "AWS のクレデンシ
ャルと権限について説明します"。

• 選択肢 *

• AWS キーを指定して権限を付与します

• 他のアカウントで IAM ロールを想定して権限を付与する

AWS クレデンシャルを安全にローテーションするにはどうすればよいですか。

Cloud Manager では、いくつかの方法で AWS クレデンシャルを指定できます。信頼されたアカウント
で IAM ロールを割り当てるか、 AWS アクセスキーを指定することで、コネクタインスタンスに関連付
けられた IAM ロールを指定します。 "AWS のクレデンシャルと権限に関する詳細情報"。

最初の 2 つのオプションでは、 Cloud Manager は AWS Security Token Service を使用して、継続的に
ローテーションする一時的なクレデンシャルを取得します。このプロセスはベストプラクティスであ
り、自動的に実行され、安全です。

Cloud Manager に AWS アクセスキーを指定する場合は、 Cloud Manager でキーを一定の間隔で更新
して、キーをローテーションする必要があります。これは完全に手動で行います。
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AWS キーを指定して権限を付与します

Cloud Manager に IAM ユーザの AWS キーを提供する場合は、必要な権限をそのユーザに付与する必要があ
ります。Cloud Manager IAM ポリシーは、 Cloud Manager が使用できる AWS アクションとリソースを定義
します。

手順

1. から Cloud Manager IAM ポリシーをダウンロードします "Cloud Manager Policies ページ"。

2. IAM コンソールから、 Cloud Manager IAM ポリシーからテキストをコピーアンドペーストして、独自の
ポリシーを作成します。

"AWS のドキュメント：「 Creating IAM Policies"

3. IAM ロールまたは IAM ユーザにポリシーを関連付けます。

◦ "AWS のドキュメント：「 Creating IAM Roles"

◦ "AWS のドキュメント：「 Adding and Removing IAM Policies"

結果

これで、アカウントに必要な権限が付与されました。 これで、 Cloud Manager に追加できます。

他のアカウントで IAM ロールを想定して権限を付与する

IAM ロールを使用して、コネクタインスタンスを導入したソース AWS アカウントと他の AWS アカウントの
間に信頼関係を設定できます。その後、 Cloud Manager に信頼されたアカウントの IAM ロールの ARN を提
供します。

手順

1. Cloud Volumes ONTAP を導入するターゲットアカウントに移動し、 * 別の AWS アカウント * を選択して
IAM ロールを作成します。

必ず次の手順を実行してください。

◦ コネクタインスタンスが存在するアカウントの ID を入力します。

◦ から入手できる Cloud Manager IAM ポリシーを関連付けます "Cloud Manager Policies ページ"。
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2. コネクタインスタンスが存在するソースアカウントに移動し、インスタンスに関連付けられている IAM ロ
ールを選択します。

a. [* ポリシーの適用 *] をクリックし、 [ ポリシーの作成 *] をクリックします。

b. 「 STS ： AssumeRole 」アクションと、ターゲットアカウントで作成したロールの ARN を含むポリ
シーを作成します。

▪ 例 *

{

 "Version": "2012-10-17",

 "Statement": {

   "Effect": "Allow",

   "Action": "sts:AssumeRole",

   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"

}

}

結果

これで、アカウントに必要な権限が付与されました。 これで、 Cloud Manager に追加できます。

Cloud Manager に AWS クレデンシャルを追加しています

必要な権限を持つ AWS アカウントを入力したら、そのアカウントのクレデンシャルを Cloud Manager に追
加できます。これにより、そのアカウントで Cloud Volumes ONTAP システムを起動できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。
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2. Add Credentials * をクリックし、 * AWS * を選択します。

3. 信頼できる IAM ロールの AWS キーまたは ARN を指定します。

4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 [* Continue （続行） ] をクリックします。

5. クレデンシャルに関連付ける従量課金制サブスクリプションを選択するか、まだサブスクリプションを追
加していない場合は「 * 」をクリックします。

従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、 AWS クレデンシャルが AWS

Marketplace からの Cloud Volumes ONTAP へのサブスクリプションに関連付けられている必要がありま
す。

6. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

結果

新しい作業環境を作成するときに、 [ 詳細と資格情報 ] ページから別の資格情報セットに切り替えることがで
きるようになりました。
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 ページで [ アカウントの切
り替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

AWS サブスクリプションをクレデンシャルに関連付ける

Cloud Manager に AWS のクレデンシャルを追加したら、 AWS Marketplace のサブスクリプションをそれら
のクレデンシャルに関連付けることができます。サブスクリプションを使用すると、従量課金制の Cloud

Volumes ONTAP システムを作成し、他のネットアップクラウドサービスを使用できます。

Cloud Manager にクレデンシャルを追加したあとに、 AWS Marketplace サブスクリプションを関連付けるシ
ナリオは 2 つあります。

• Cloud Manager にクレデンシャルを最初に追加したときに、サブスクリプションを関連付けていません。

• 既存の AWS Marketplace サブスクリプションを新しいサブスクリプションに置き換える場合。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。
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手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. 資格情報のセットにカーソルを合わせ、アクションメニューをクリックします。

3. メニューから、 * サブスクリプションを関連付ける * をクリックします。

4. ダウンリストからサブスクリプションを選択するか、 * サブスクリプションの追加 * をクリックして、手
順に従って新しいサブスクリプションを作成します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 (video)

Azure

Azure のクレデンシャルと権限

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP の導入時に使用する Azure クレデンシャ
ルを選択できます。すべての Cloud Volumes ONTAP システムは、初期の Azure クレデ
ンシャルを使用して導入することも、クレデンシャルを追加することもできます。

Azure の初期クレデンシャル

Cloud Manager から Connector を導入する場合は、 Connector 仮想マシンの導入権限を持つ Azure アカウン
トを使用する必要があります。必要な権限は、に表示されます "Azure の Connector 導入ポリシー"。

Cloud Manager が Azure に Connector 仮想マシンを導入すると、が有効になります "システムによって割り当
てられた管理 ID" 仮想マシンで、カスタムロールを作成して仮想マシンに割り当てます。Cloud Manager に、
その Azure サブスクリプション内のリソースとプロセスを管理する権限が付与されます。 "Cloud Manager で
の権限の使用方法を確認します。"。
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Cloud Volumes ONTAP 用の新しい作業環境を作成すると、 Cloud Manager でデフォルトで次の Azure クレ
デンシャルが選択されます。

マネージド ID 向けの Azure サブスクリプションが追加されました

管理対象 ID は、 Connector を起動したサブスクリプションに関連付けられます。別の Azure サブスクリプシ
ョンを選択する場合は、が必要です "管理対象 ID をこれらのサブスクリプションに関連付けます"。

Azure の追加クレデンシャル

別の Azure クレデンシャルを使用して Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、必要な権限をに付与する必
要があります "Azure Active でサービスプリンシパルを作成およびセットアップする ディレクトリ" を Azure

アカウントごとに用意します。次の図は、 2 つの追加アカウントを示しています。各アカウントには、権限
を提供するサービスプリンシパルとカスタムロールが設定されています。

そのあとで "Cloud Manager にアカウントのクレデンシャルを追加します" AD サービスプリンシパルの詳細を
指定します。

クレデンシャルを追加したら、新しい作業環境を作成するときにクレデンシャルに切り替えることができま
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す。

 ページで [ アカウントの切り
替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

市場への導入とオンプレミスの導入についてはどうでしょうか。

上記のセクションでは、 NetApp Cloud Central のコネクタで推奨される導入方法について説明しま
す。から Azure に Connector を導入することもできます "Azure Marketplace で入手できます"を使用で
きます "コネクタをオンプレミスにインストールします"。

Marketplace を使用する場合も、アクセス許可は同じ方法で提供されます。コネクタの管理 ID を手動
で作成してセットアップし、追加のアカウントに権限を付与するだけで済みます。

オンプレミス環境では、 Connector の管理対象 ID を設定することはできませんが、サービスプリンシ
パルを使用して追加のアカウントの場合と同様に権限を設定できます。

Cloud Manager の Azure クレデンシャルとサブスクリプションの管理

Cloud Volumes ONTAP システムを作成するときは、 Azure のクレデンシャルと
Marketplace サブスクリプションを選択して、そのシステムで使用する必要がありま
す。複数の Azure Marketplace サブスクリプションを管理する場合は、それぞれのサブ
スクリプションを、クレデンシャルページから別々の Azure クレデンシャルに割り当て
ることができます。

Cloud Manager で Azure クレデンシャルを管理するには、 2 つの方法があります。まず、別の Azure アカウ
ントに Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、必要な権限を指定し、そのクレデンシャルを Cloud

Manager に追加する必要があります。もう 1 つは、追加のサブスクリプションを Azure マネージド ID に関連
付ける方法です。
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Cloud Manager からコネクタを導入すると、コネクタを導入した Azure アカウントが Cloud

Manager によって自動的に追加されます。既存のシステムに Connector ソフトウェアを手動で
インストールした場合、初期アカウントは追加されません。 "Azure のアカウントと権限につい
て説明します"。

サービスプリンシパルを使用した Azure 権限の付与

Cloud Manager には、 Azure でアクションを実行するための権限が必要です。Azure アカウントに必要な権
限を付与するには、 Azure Active Directory でサービスプリンシパルを作成して設定し、 Cloud Manager で必
要な Azure クレデンシャルを取得します。

このタスクについて

次の図は、 Cloud Manager が Azure で操作を実行するための権限を取得する方法を示しています。1 つ以上
の Azure サブスクリプションに関連付けられたサービスプリンシパルオブジェクトは、 Azure Active

Directory の Cloud Manager を表し、必要な権限を許可するカスタムロールに割り当てられます。

手順

1. Azure Active Directory アプリケーションを作成します。

2. アプリケーションをロールに割り当てます。

3. Windows Azure Service Management API 権限を追加します。

4. アプリケーション ID とディレクトリ ID を取得します。

5. クライアントシークレットを作成します。

Azure Active Directory アプリケーションの作成

Cloud Manager でロールベースアクセス制御に使用できる Azure Active Directory （ AD ）アプリケーション
とサービスプリンシパルを作成します。
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作業を開始する前に

Azure で Active Directory アプリケーションを作成してロールに割り当てるための適切な権限が必要です。詳
細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Required permissions"。

手順

1. Azure ポータルで、 * Azure Active Directory * サービスを開きます。

2. メニューで、 * アプリ登録 * をクリックします。

3. [ 新規登録 ] をクリックします。

4. アプリケーションの詳細を指定します。

◦ * 名前 * ：アプリケーションの名前を入力します。

◦ * アカウントタイプ * ：アカウントタイプを選択します（ Cloud Manager で使用できます）。

◦ * リダイレクト URI :[*Web] を選択し、任意の URL を入力します。たとえば、 https://url と入力しま
す

5. [*Register] をクリックします。

結果

AD アプリケーションとサービスプリンシパルを作成しておきます。

アプリケーションをロールに割り当てます

Azure で Cloud Manager に権限を付与するには、サービスプリンシパルを 1 つ以上の Azure サブスクリプシ
ョンにバインドし、カスタムの「 OnCommand Cloud Manager Operator 」ロールを割り当てる必要がありま
す。

手順

1. カスタムロールを作成します。

a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更しま
す。

ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する
必要があります。

▪ 例 *
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"AssignableScopes": [

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

"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",

"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"

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

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

「 az role definition create — role-definition C ： \Policy_for _cloud_Manager_azure_3.8.7.json 」とい
う名前で作成します

これで、 _Cloud Manager Operator _ という名前のカスタムロールが作成されます。

2. ロールにアプリケーションを割り当てます。

a. Azure ポータルで、 * Subscriptions * サービスを開きます。

b. サブスクリプションを選択します。

c. [* アクセス制御 (IAM)] 、 [ 追加 ] 、 [ 役割の割り当ての追加 *] の順にクリックします。

d. Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

e. Azure AD のユーザ、グループ、サービスプリンシパル * は選択したままにします。

f. アプリケーションの名前を検索します（リストをスクロールして探すことはできません）。

g. アプリケーションを選択し、 * 保存 * をクリックします。

Cloud Manager のサービスプリンシパルに、そのサブスクリプションに必要な Azure の権限が付与さ
れるようになりました。

Cloud Volumes ONTAP を複数の Azure サブスクリプションから導入する場合は、サービスプリンシパル
を各サブスクリプションにバインドする必要があります。Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP

の導入時に使用するサブスクリプションを選択できます。
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Windows Azure Service Management API 権限を追加しています

サービスプリンシパルに「 Windows Azure Service Management API 」の権限が必要です。

手順

1. Azure Active Directory * サービスで、 * アプリ登録 * をクリックしてアプリケーションを選択します。

2. [API アクセス許可 ] 、 [ アクセス許可の追加 ] の順にクリックします。

3. Microsoft API* で、 * Azure Service Management * を選択します。

4. [* 組織ユーザーとして Azure サービス管理にアクセスする *] をクリックし、 [ * 権限の追加 * ] をクリック
します。
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アプリケーション ID とディレクトリ ID を取得しています

Cloud Manager に Azure アカウントを追加するときは、アプリケーション（クライアント）の ID とディレク
トリ（テナント） ID を指定する必要があります。Cloud Manager は、この ID を使用してプログラムによっ
てサインインします。

手順

1. Azure Active Directory * サービスで、 * アプリ登録 * をクリックしてアプリケーションを選択します。

2. アプリケーション（クライアント） ID * とディレクトリ（テナント） ID * をコピーします。

クライアントシークレットの作成

Cloud Manager がクライアントシークレットを使用して Azure AD で認証できるようにするには、クライアン
トシークレットを作成し、そのシークレットの値を Cloud Manager に指定する必要があります。

Cloud Manager にアカウントを追加すると、 Cloud Manager はクライアントシークレットをア
プリケーションキーとして参照します。
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手順

1. Azure Active Directory * サービスを開きます。

2. [* アプリ登録 * ] をクリックして、アプリケーションを選択します。

3. ［ * 証明書とシークレット > 新しいクライアントシークレット * ］ をクリックします。

4. シークレットと期間の説明を入力します。

5. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

6. クライアントシークレットの値をコピーします。

結果

これでサービスプリンシパルが設定され、アプリケーション（クライアント） ID 、ディレクトリ（テナント
） ID 、およびクライアントシークレットの値をコピーしました。この情報は、 Cloud Manager で Azure ア
カウントを追加するときに入力する必要があります。

Cloud Manager に Azure クレデンシャルを追加しています

必要な権限を Azure アカウントに付与したら、そのアカウントのクレデンシャルを Cloud Manager に追加で
きます。これにより、そのアカウントで Cloud Volumes ONTAP システムを起動できます。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. 資格情報の追加 * をクリックし、 * Microsoft Azure * を選択します。

3. 必要な権限を付与する Azure Active Directory サービスプリンシパルに関する情報を入力します。

◦ アプリケーション（クライアント） ID ：を参照してください アプリケーション ID とディレクトリ ID

を取得しています。

◦ ディレクトリ（テナント） ID ：を参照してください アプリケーション ID とディレクトリ ID を取得
しています。

◦ クライアントシークレット：を参照してください [クライアントシークレットの作成]。
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4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 [* Continue （続行） ] をクリックします。

5. クレデンシャルに関連付ける従量課金制サブスクリプションを選択するか、まだサブスクリプションを追
加していない場合は「 * 」をクリックします。

従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、 Azure クレデンシャルが Azure

Marketplace からの Cloud Volumes ONTAP へのサブスクリプションに関連付けられている必要がありま
す。

6. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

結果

これで、から別のクレデンシャルセットに切り替えることができます [ 詳細と資格情報 ] ページ "新しい作業
環境を作成する場合"：

 ページで [ 資格情報の編集 ] を
クリックした後で資格情報を選択する方法を示すスクリーンショット"]

Azure Marketplace サブスクリプションをクレデンシャルに関連付ける

Cloud Manager に Azure のクレデンシャルを追加したら、 Azure Marketplace サブスクリプションをそれら
のクレデンシャルに関連付けることができます。サブスクリプションを使用すると、従量課金制の Cloud

Volumes ONTAP システムを作成し、他のネットアップクラウドサービスを使用できます。

Cloud Manager にクレデンシャルを追加したあとに、 Azure Marketplace サブスクリプションを関連付けるシ
ナリオは 2 つあります。

• Cloud Manager にクレデンシャルを最初に追加したときに、サブスクリプションを関連付けていません。

• 既存の Azure Marketplace サブスクリプションを新しいサブスクリプションに置き換える場合。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。
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2. 資格情報のセットにカーソルを合わせ、アクションメニューをクリックします。

3. メニューから、 * サブスクリプションを関連付ける * をクリックします。

4. ダウンリストからサブスクリプションを選択するか、 * サブスクリプションの追加 * をクリックして、手
順に従って新しいサブスクリプションを作成します。

次のビデオは、作業環境ウィザードのコンテキストから開始しますが、 [ サブスクリプションの追加 ] を
クリックした後も同じワークフローが表示されます。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 (video)

追加の Azure サブスクリプションを管理対象 ID に関連付ける

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP を導入する Azure クレデンシャルと Azure サブスクリプショ
ンを選択できます。管理対象に別の Azure サブスクリプションを選択することはできません を関連付けない
限り、アイデンティティプロファイルを作成します "管理された ID" それらの登録と。

このタスクについて

管理対象 ID はです "最初の Azure アカウント" Cloud Manager からコネクタを導入する場合。コネクタを導入
すると、 Cloud Manager Operator ロールが作成され、 Connector 仮想マシンに割り当てられます。

手順

1. Azure ポータルにログインします。

2. [ サブスクリプション ] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP を展開するサブスクリプションを選択し
ます。

3. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

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

▪ Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager

ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

▪ 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。

▪ Connector 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
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▪ Connector 仮想マシンを選択します。

▪ [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

4. 追加のサブスクリプションについても、この手順を繰り返します。

結果

新しい作業環境を作成するときに、管理対象 ID プロファイルに対して複数の Azure サブスクリプションから
選択できるようになりました。

GCP

Google Cloud のプロジェクト、権限、アカウント

サービスアカウントを使用すると、 Cloud Manager と同じプロジェクトまたは異なるプ
ロジェクトに Cloud Volumes ONTAP システムを導入して管理する権限が Cloud

Manager に付与されます。

Cloud Manager のプロジェクトと権限

Google Cloud に Cloud Volumes ONTAP を導入する前に、まず Google Cloud プロジェクトに Connector を
導入する必要があります。Connector は、オンプレミスでも別のクラウドプロバイダでも実行できません。

Cloud Manager からコネクタを直接導入するには、次の 2 組の権限が必要です。

1. Cloud Manager から Connector VM インスタンスを起動する権限がある Google アカウントを使用して
Connector を導入する必要があります。

2. コネクタを配置するときに、を選択するよう求められます "サービスアカウント" VM インスタンスの場合
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です。Cloud Manager は、サービスアカウントから権限を取得して、 Cloud Volumes ONTAP システム
を代わりに作成および管理します。権限は、サービスアカウントにカスタムロールを割り当てることによ
って提供されます。

ユーザとサービスアカウントに必要な権限を含む YAML ファイルを 2 つ設定しました。 "YAML ファイルを使
用して設定する方法を学習します 権限"。

次の図は、上記の番号 1 と 2 で説明した権限の要件を示しています。

Project for Cloud Volumes ONTAP の略

Cloud Volumes ONTAP は、コネクタと同じプロジェクトに存在することも、別のプロジェクトに存在するこ
ともできます。Cloud Volumes ONTAP を別のプロジェクトに配置するには、まずコネクタサービスアカウン
トとその役割をそのプロジェクトに追加する必要があります。

• "サービスアカウントの設定方法について説明します（手順 2 を参照）。"。

• "GCP とで Cloud Volumes ONTAP を導入する方法について説明します プロジェクトを選択します"。

データの階層化を考慮してください

Cloud Manager には Cloud Volumes ONTAP 9.6 用の GCP アカウントが必要ですが、 9.7 以降
の GCP アカウントは必要ありません。Cloud Volumes ONTAP 9.7 でデータ階層化を使用する
場合は、の手順 4 を実行します "Google Cloud Platform での Cloud Volumes ONTAP の使用を
開始する"。

Cloud Volumes ONTAP 9.6 システムでデータの階層化を有効にするには、 Cloud Manager に Google Cloud

アカウントを追加する必要があります。データ階層化により、コールドデータを低コストのオブジェクトスト
レージに自動的に階層化し、プライマリストレージのスペースを再利用してセカンダリストレージを縮小でき
ます。

アカウントを追加するときは、 Storage Admin の権限を持つサービスアカウントのストレージアクセスキー
を Cloud Manager に提供する必要があります。Cloud Manager は、アクセスキーを使用して Cloud Storage

バケットをセットアップおよび管理し、データを階層化します。

21

https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_creating_connectors_gcp.html#setting-up-gcp-permissions-to-create-a-connector
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_deploying_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_gcp.html


Google Cloud アカウントを追加したら、作成、変更、または複製するときに、個々のボリュームでデータ階
層化を有効にできます。

• "GCP アカウントの設定方法と追加方法について説明します Cloud Manager の略"。

• "アクセス頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化する方法について説明します
"。

Cloud Manager の GCP クレデンシャルとサブスクリプションの管理

Cloud Manager から管理できる Google Cloud Platform のクレデンシャルには、 Cloud

Volumes ONTAP 9.6 システムで使用される Connector VM インスタンスとストレージア
クセスキーに関連付けられたクレデンシャルの 2 種類があります "データの階層化"。

Marketplace サブスクリプションと GCP クレデンシャルの関連付け

GCP に Connector を導入すると、 Cloud Manager は Connector VM インスタンスに関連付けられたデフォル
トのクレデンシャルセットを作成します。Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP の導入に使用するクレデ
ンシャルを指定します。

これらの資格情報に関連付けられている Marketplace サブスクリプションは、いつでも変更できます。サブス
クリプションを使用すると、従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成し、他のネットアップクラ
ウドサービスを使用できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. 資格情報のセットにカーソルを合わせ、アクションメニューをクリックします。

3. メニューから、 * サブスクリプションを関連付ける * をクリックします。

4. ダウンリストから Google Cloud プロジェクトとサブスクリプションを選択するか、 * サブスクリプショ
ンの追加 * をクリックして、手順に従って新しいサブスクリプションを作成します。
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5. [ 関連付け（ Associate ） ] をクリックします。

でのデータ階層化のための GCP アカウントの設定と追加 Cloud Volumes ONTAP 9.6

Cloud Volumes ONTAP 9.6 を有効にする場合は のシステム "データの階層化"、 Storage Admin の権限がある
サービスアカウントのストレージアクセスキーを Cloud Manager に提供する必要があります。Cloud

Manager は、アクセスキーを使用して Cloud Storage バケットをセットアップおよび管理し、データを階層
化します。

Cloud Volumes ONTAP 9.7 でデータ階層化を使用する場合は、の手順 4 を実行します "Google

Cloud Platform での Cloud Volumes ONTAP の使用を開始する"。

Google のサービスアカウントとアクセスキーを設定する クラウドストレージ

サービスアカウントを使用すると、 Cloud Manager でデータの階層化に使用する Cloud Storage バケットを
認証してアクセスできます。キーは、 Google Cloud Storage がリクエストを発行しているユーザーを認識で
きるようにするために必要です。

手順

1. GCP IAM コンソールを開き、を開きます "Storage Admin ロールを持つサービスアカウントを作成します
"。
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2. に進みます "GCP Storage Settings （ GCP ストレージ設定）"。

3. プロンプトが表示されたら、プロジェクトを選択します。

4. [*Interoperability *] タブをクリックします。

5. まだ有効にしていない場合は、 * 相互運用アクセスを有効にする * をクリックします。

6. [ サービスアカウントのアクセスキー *] で、 [ サービスアカウントのキーの作成 *] をクリックします。

7. 手順 1 で作成したサービスアカウントを選択します。
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8. [ キーの作成 *] をクリックします。

9. アクセスキーとシークレットをコピーします。

データ階層化用の GCP アカウントを追加する場合は、 Cloud Manager でこの情報を入力する必要があり
ます。

Cloud Manager に GCP アカウントを追加する

サービスアカウントのアクセスキーが作成されたら、そのアクセスキーを Cloud Manager に追加できます。

必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

2. [ 資格情報の追加 ] をクリックし、 [* Google Cloud * ] を選択します。

3. サービスアカウントのアクセスキーとシークレットを入力します。

これらのキーを使用して、 Cloud Manager でデータ階層化用の Cloud Storage バケットを設定できます。

4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 * アカウントの作成 * をクリックします。

次の手順

Cloud Volumes ONTAP 9.6 システムでは、ボリュームを作成、変更、またはレプリケートするときに、個々
のボリュームでデータ階層化を有効にできるようになりました。詳細については、を参照してください "使用
頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

ただし、事前に、 Cloud Volumes ONTAP が存在するサブネットがプライベート Google アクセス用に構成さ
れていることを確認してください。手順については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント：「
Configuring Private Google Access"。

Cloud Manager へのネットアップサポートサイトのアカウント
の追加

BYOL システムを導入するには、 NetApp Support Site のアカウントを Cloud Manager

に追加する必要があります。また、従量課金制システムの登録や ONTAP ソフトウェア
のアップグレードも必要です。

次のビデオを視聴して、ネットアップサポートサイトのアカウントを Cloud Manager に追加する方法をご確
認ください。または、下にスクロールして手順を確認します。

[] | https://img.youtube.com/vi/V2fLTyztqYQ/maxresdefault.jpg
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必要なもの

Cloud Manager の設定を変更する前に、コネクタを作成する必要があります。 "詳細をご確認ください"。

手順

1. ネットアップサポートサイトのアカウントがない場合は、 "1 名で登録します"。

2. Cloud Manager コンソールの右上にある設定アイコンをクリックし、 * クレデンシャル * を選択します。

3. Add Credentials * をクリックし、 * NetApp Support Site * を選択します。

4. アカウントの名前を指定し、ユーザ名とパスワードを入力します。

◦ お客様レベルのアカウントである必要があります（ゲストや一時アカウントは使用できません）。

◦ BYOL システムを導入する場合は、次の点に注意してください。

▪ BYOL システムのシリアル番号にアクセスする権限がアカウントに必要です。

▪ セキュアな BYOL サブスクリプションを購入した場合は、セキュアな NSS アカウントが必要で
す。

5. [ アカウントの作成 ] をクリックします。 *

次の手順

新しい Cloud Volumes ONTAP システムの作成時や既存のシステムの登録時に、ユーザがアカウントを選択で
きるようになりました。

• "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"

• "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します"

• "従量課金制システムの登録"

• "Cloud Manager によるライセンスファイルの管理方法について説明します"
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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。
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