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データをクラウドに階層化

Cloud Tiering の詳細をご確認ください

ネットアップの Cloud Tiering Service は、アクセス頻度の低いデータをオンプレミスの
ONTAP クラスタからオブジェクトストレージに自動的に階層化することで、データセン
ターをクラウドへと拡張します。これにより、クラスタの貴重なスペースが解放され、
アプリケーションレイヤに変更を加えることなく、より多くのワークロードに対応でき
るようになります。Cloud Tiering を使用すると、データセンターのコストを削減し、
CAPEX モデルから OPEX モデルへの切り替えが可能になります。

Cloud Tiering サービスには、 FabricPool の機能が活用されています。FabricPool はネットアップデータファ
ブリックのテクノロジで、低コストのオブジェクトストレージへデータを自動で階層化することができます。
アクティブなデータはハイパフォーマンスの SSD に保持されますが、非アクティブなデータは低コストのオ
ブジェクトストレージに階層化され、 ONTAP のデータ効率は維持されます。

の機能

Cloud Tiering は、自動化、監視、レポート、共通の管理インターフェイスを提供します。

• 自動化により、データのセットアップと管理が容易になります オンプレミスの ONTAP クラスタからクラ
ウドへの階層化

• 単一のコンソールで、個別に行う必要がありません 複数のクラスタにわたって FabricPool を管理

• レポートには、アクティブなデータと非アクティブなデータの量が表示されます 各クラスタ

• 階層化の健常性ステータスを確認することで、問題を特定して修正できます そのような状況が発生したと
き

• Cloud Volumes ONTAP システムを使用している場合は、クラスタダッシュボードにこれらのシステムが
表示されるので、ハイブリッドクラウドインフラにおけるデータの階層化を完全に把握できます

Cloud Volumes ONTAP システムは、 Cloud Tiering から読み取り専用です。 "Cloud

Volumes ONTAP の階層化はで設定します Cloud Manager の作業環境"。

Cloud Tiering が提供する価値の詳細については、 "NetApp Cloud Central の Cloud Tiering ページを確認して
ください"。

Cloud Tiering を使用すると、ストレージ容量を大幅に削減できますが、バックアップソリュー
ションではありません。

サポートされているオブジェクトストレージプロバイダ

ONTAP クラスタから Amazon S3 、 Microsoft Azure Blob ストレージ、 Google Cloud Storage 、
StorageGRID （プライベートクラウド）にアクセス頻度の低いデータを階層化することができます。
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価格とライセンス

従量課金制のサブスクリプション、 FabricPool _ という ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を組み合
わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。ライセンスがない場合は、最初のクラスタ
で 30 日間の無償トライアルを利用できます。

データを StorageGRID に階層化する場合、料金は発生しません。BYOL ライセンスでも PAYGO 登録も必要
ありません。

"価格設定の詳細を表示します"。

30 日間の無償トライアルをご利用いただけます

FabricPool ライセンスがない場合は、最初のクラスタへの階層化を設定すると、 Cloud Tiering の 30 日間の
無償トライアルが開始されます。30 日間の無償トライアルの終了後は、従量課金制サブスクリプション、
FabricPool ライセンス、またはその両方を組み合わせて Cloud Tiering を購入する必要があります。

無償トライアルが終了し、ライセンスの登録や追加を行っていない場合、 ONTAP はオブジェクトストレージ
にコールドデータを階層化しなくなりますが、既存のデータには引き続きアクセスできます。

従量課金制のサブスクリプション

Cloud Tiering は、従量課金制モデルで使用量ベースのライセンスを提供します。クラウドプロバイダの市場
に登録すると、階層化されたデータに対して GB 単位の料金が発生します。前払い料金は発生しません。クラ
ウドプロバイダから月額料金で請求されます。

無償トライアルを利用されている場合や、お客様が独自のライセンスを使用（ BYOL ）されている場合も、
サブスクリプションを設定する必要があります。

• 登録すると、無料トライアルの終了後にサービスが中断されることがなくなります。

試用期間が終了すると、階層化したデータの量に応じて 1 時間ごとに課金されます。

• FabricPool ライセンスで許可されている数を超えるデータを階層化した場合、従量課金制サブスクリプシ
ョンでデータの階層化が続行されます。

たとえば、 10TB のライセンスがある場合、 10TB を超える容量はすべて従量課金制サブスクリプション
で課金されます。

無料トライアル期間中、または FabricPool ライセンスを超過していない場合は、従量課金制のサブスクリプ
ションから料金が請求されることはありません。

"従量課金制サブスクリプションの設定方法について説明します"。

お客様所有のライセンスを使用

ネットアップから ONTAP FabricPool ライセンスを購入して、お客様所有のライセンスを使用することができ
ます。タームベースライセンスまたは永久ライセンスを購入できます。

FabricPool ライセンスを購入したら、そのライセンスをクラスタに追加する必要があります。 "Cloud Tiering

から直接実行できます"。
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Cloud Tiering でライセンスをアクティブ化したあとに追加のアドオン容量を購入した場合、クラスタ上の
ライセンスは自動的に新しい容量で更新されます。新しいネットアップライセンスファイル（ NLF ）をクラ
スタに適用する必要はありません。

前述したように、クラスタに BYOL ライセンスがある場合でも、従量課金制のサブスクリプションを設定す
ることを推奨します。

mailto ： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ subject = ライセンス [ ライセンスの購入についてお問い合わせくだ
さい ]

Cloud Tiering の仕組み

クラウド階層化とは、 FabricPool テクノロジを使用して、オンプレミスの ONTAP クラスタからパブリック
クラウドまたはプライベートクラウドのオブジェクトストレージに、アクセス頻度の低いコールドデータを自
動的に階層化するネットアップマネージドサービスです。ONTAP への接続はコネクタから行われます。

次の図は、各コンポーネント間の関係を示しています。

Cloud Tiering の仕組みは次のとおりです。

1. オンプレミスクラスタは、 Cloud Manager から検出できます。

2. 階層化を設定するには、バケット / コンテナ、ストレージクラスまたはアクセス階層など、オブジェクト
ストレージの詳細を指定します。

3. Cloud Manager は、オブジェクトストレージプロバイダを使用するように ONTAP を設定し、クラスタ上
のアクティブなデータと非アクティブデータの量を検出します。

4. 階層化するボリュームとそれらのボリュームに適用する階層化ポリシーを選択します。

5. ONTAP は、アクセス頻度の低いデータをオブジェクトストアに階層化します。アクセス頻度の低いデー
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タとして扱われるしきい値に達するとすぐにアクセスを開始します（を参照） [ボリューム階層化ポリ
シー]）。

オブジェクトストレージ

各 ONTAP クラスタは、アクセス頻度の低いデータを 1 つのオブジェクトストアに階層化します。データの階
層化を設定するときに、新しいバケット / コンテナを追加するか、ストレージクラスまたはアクセス階層とと
もに既存のバケット / コンテナを選択するかを選択できます。

• "サポートされる S3 ストレージクラスについて説明します"

• "サポートされる Azure Blob アクセス階層の詳細については、こちらを参照して"

• "サポートされている Google Cloud ストレージクラスについて説明します"

ボリューム階層化ポリシー

階層化するボリュームを選択する場合は、各ボリュームに適用するボリューム階層化ポリシーを選択します。
階層化ポリシーは、ボリュームのユーザデータブロックをクラウドに移動するタイミングと、移動するかどう
かを決定します。

階層化ポリシーがありません

パフォーマンス階層内のボリュームのデータを保持し、クラウドに移動されないようにします。

コールドスナップショット（ Snapshot のみ）

ONTAP は、アクティブなファイルシステムと共有されていないボリューム内のコールドスナップショット
ブロックをオブジェクトストレージに階層化します。読み取られると、クラウド階層のコールドデータブ
ロックはホットになり、パフォーマンス階層に移動します。

データが階層化されるのは、アグリゲートの容量が 50% に達し、データがクーリング期間に達した場合の
みです。デフォルトのクーリング日数は 2 ですが、日数は調整できます。

パフォーマンス階層の容量が 70% を超える場合、クラウド階層からパフォーマンス階層へ
の書き込みは無効になります。この場合、ブロックはクラウド階層から直接アクセスされま
す。

コールドユーザデータ（自動）

ONTAP は、ボリューム内のすべてのコールドブロックをオブジェクトストレージに階層化します（メタデ
ータは含まれません）。コールドデータには、 Snapshot コピーだけでなく、アクティブなファイルシス
テムのコールドユーザデータも含まれます。

ランダムリードで読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはホットになり、パフォー
マンス階層に移動されます。インデックススキャンやウィルス対策スキャンに関連するようなシーケンシ
ャルリードで読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはコールドのままで、パフォー
マンス階層には書き込まれません。

データが階層化されるのは、アグリゲートの容量が 50% に達し、データがクーリング期間に達した場合の
みです。クーリング期間とは、ボリューム内のユーザデータがアクセス頻度の低い状態とみなされてオブ
ジェクトストアに移動されるまでの期間です。デフォルトのクーリング日数は 31 日ですが、日数は調整で
きます。
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パフォーマンス階層の容量が 70% を超える場合、クラウド階層からパフォーマンス階層へ
の書き込みは無効になります。この場合、ブロックはクラウド階層から直接アクセスされま
す。

すべてのユーザデータ（すべて）

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

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

この階層化ポリシーを選択する前に、次の点を考慮してください。

• データを階層化することで、ストレージ効率が即座に低下します（インラインのみ）。

• このポリシーは、ボリュームのコールドデータが変更されないことに確信がある場合にのみ使用して
ください。

• オブジェクトストレージがトランザクションではないため、変更されるとフラグメント化の効果が大
きくなります。

• データ保護関係のソースボリュームに「すべて」の階層化ポリシーを割り当てる前に、 SnapMirror 転
送の影響を考慮してください。

データはすぐに階層化されるため、 SnapMirror はパフォーマンス階層ではなくクラウド階層からデー
タを読み取ります。そのため、 SnapMirror 処理が遅くなります。別の階層化ポリシーを使用している
場合でも、 SnapMirror 処理の速度が遅くなる可能性があります。

すべての DP ユーザデータ（バックアップ）

データ保護ボリューム上のすべてのデータ（メタデータを除く）は、すぐにクラウド階層に移動されま
す。読み取られた場合、クラウド階層のコールドデータブロックはコールドのままで、パフォーマンス階
層に書き戻されません（ ONTAP 9.4 以降）。

このポリシーは ONTAP 9.5 以前で使用できます。ONTAP 9.6 以降では、「すべて * 」の階
層化ポリシーに置き換えられています。

はじめに

オンプレミスの ONTAP クラスタから Amazon S3 へデータを階層化する

データを Amazon S3 に階層化することで、オンプレミスの ONTAP クラスタの空きスペ
ースを確保します。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering サービスが採用さ
れています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。
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 データを Amazon S3 に階層化する準備をします

次のものが必要です。

• ONTAP 9.2 以降を実行し、 Amazon S3 への HTTPS 接続を備えたオール SSD アグリゲートを含む AFF

または FAS システム。

• アクセスキーとを持つ AWS アカウント 必要な権限 つまり、 ONTAP クラスタはアクセス頻度の低いデー
タを S3 との間で階層化できます。

• AWS VPC またはオンプレミスにインストールされたコネクタ。

• ONTAP クラスタ、 S3 ストレージ、およびクラウド階層化サービスへのアウトバウンド HTTPS 接続を可
能にするコネクタのネットワーク。

 階層化をセットアップする

Cloud Manager で、オンプレミスの作業環境を選択し、 * 階層化の設定 * をクリックして、プロンプトに従っ
て Amazon S3 にデータを階層化します。

 ライセンスをセットアップする

無償トライアルの終了後、従量課金制のサブスクリプション、 ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を
組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。

• AWS Marketplace でサブスクライブするには、 * Tiering > Licensing * をクリックし、 * Subscribe * をク
リックして指示に従います。

• 階層化ライセンスを使用して費用を支払う場合は、 mailto:ng-cloud-tiering@netapp.com

?subject=Licensing [ 購入が必要な場合は当社にお問い合わせください ] の後 "Cloud Tiering から、クラス
タにノードを追加してください"。

要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備しま
す。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。
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コネクタと S3 の間の通信は、オブジェクトストレージのセットアップにのみ使用されます。
コネクタは、クラウドではなくオンプレミスに配置できます。

ONTAP クラスタの準備

データを Amazon S3 に階層化するときは、 ONTAP クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

サポートされている ONTAP プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされる ONTAP のバージョン

ONTAP 9.2 以降

クラスタネットワークの要件

• ONTAP クラスタが、ポート 443 から Amazon S3 への HTTPS 接続を開始します。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクト
ストレージが開始されることはなく、応答するだけです。

AWS Direct Connect を使用するとパフォーマンスが向上し、データ転送コストは削減されますが、
ONTAP クラスタと S3 の間では必要ありません。AWS Direct Connect を使用するとパフォーマンスが
大幅に向上するため、この方法を推奨します。

• AWS VPC または自社運用環境のコネクタからのインバウンド接続が必要です。

クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。
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• 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP

がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保する
ことができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付け
る IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム
IPspace です。

サポートされるボリュームとアグリゲート

クラウド階層化が可能なボリュームの総数は、 ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなる可能
性があります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。たとえば、
SnapLock ボリュームや MetroCluster 構成からはデータを階層化できません。については、 ONTAP のド
キュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。

Cloud Tiering は、 ONTAP 9.5 以降、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットア
ップは他のボリュームと同じように機能します。

コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。AWS S3 にデータを階層化する場合は、 AWS VPC

またはオンプレミスのコネクタを使用できます。新しいコネクタを作成するか、現在選択されているコネクタ
が AWS またはオンプレミスにあることを確認する必要があります。

• "コネクタについて説明します"

• "AWS でコネクタを作成する"

• "Connector ホストの要件"

• "既存の Linux ホストにコネクタをインストールします"

• "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。コネクタは、オンプレミスまたは AWS にイン
ストールできます。

手順

1. コネクタが取り付けられているネットワークで次の接続が有効になっていることを確認します。

◦ クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）

◦ ポート 443 から S3 への HTTPS 接続

◦ ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続

2. 必要に応じて、 S3 に対する VPC エンドポイントを有効にします。

ONTAP クラスタから VPC への Direct Connect または VPN 接続が確立されている環境で、コネクタと
S3 の間の通信を AWS 内部ネットワークのままにする場合は、 S3 への VPC エンドポイントを推奨しま
す。
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Amazon S3 を準備しています

新しいクラスタにデータ階層化を設定するときは、 S3 バケットを作成するか、コネクタが設定されている
AWS アカウントで既存の S3 バケットを選択するように求められます。

AWS アカウントには、 Cloud Tiering で入力できる権限とアクセスキーが必要です。ONTAP クラスタは、ア
クセスキーを使用して S3 との間でデータを階層化します。

手順

1. IAM ユーザに次の権限を付与します。

"s3:ListAllMyBuckets",

"s3:ListBucket",

"s3:GetBucketLocation",

"s3:GetObject",

"s3:PutObject",

"s3:DeleteObject"

"AWS ドキュメント：「 Creating a Role to Delegate Permissions to an IAM User"

2. アクセスキーを作成または検索します。

クラウド階層化は、 ONTAP クラスタにアクセスキーを渡します。クレデンシャルはクラウド階層化サー
ビスに保存されません。

"AWS ドキュメント：「 Managing Access Keys for IAM Users"

最初のクラスタから Amazon S3 へのアクセス頻度の低いデータの階層化

AWS 環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

必要なもの

• "オンプレミスの作業環境"。

• 必要な S3 権限を持つ IAM ユーザの AWS アクセスキー。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択

2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。
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これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。

4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。

a. * S3 Bucket * ：新しい S3 バケットを追加するか、 prefix_fabric-pool_ で始まる既存の S3 バケットを
選択し、 * Continue * をクリックします。

コネクタの IAM ポリシーではインスタンスが指定したプレフィックスのバケットに対して S3 処理を
実行できるため、 _fabric-pool_prefix が必要です。

たとえば、 S3 バケットに fabric-pool-AFF1 という名前を付けることができます。 AFF1 はクラスタの名
前です。

a. * ストレージクラス * ：データを 30 日後に移行する S3 ストレージクラスを選択し、 * Continue * を
クリックします。

Standard を選択した場合、データはそのストレージクラスに残ります。

b. * クレデンシャル * ：必要な S3 権限を持つ IAM ユーザのアクセスキー ID とシークレットキーを入力
します。

IAM ユーザは、「 * S3 Bucket * 」ページで選択または作成したバケットと同じ AWS アカウントに属
している必要があります。

c. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択
し、「 * 続行」をクリックします。

正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジ
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ェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。

6.
[* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします  アイコンをクリ
ックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックしま
す。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。

結果

これで、クラスタのボリュームから S3 オブジェクトストレージへのデータ階層化が設定されました。

次の手順

"Cloud Tiering サービスに登録してください"。

また、クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータと非アクティブなデータに関する情報を確認
したりすることもできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

オンプレミスの ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへデータを階層化する

データを Azure BLOB ストレージに階層化することにより、オンプレミスの ONTAP ク
ラスタの空きスペースを確保します。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering

サービスが採用されています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 Azure BLOB ストレージへのデータの階層化を準備する

次のものが必要です。

• ONTAP 9.4 以降を実行し、かつ Azure Blob Storage への HTTPS 接続を備えたオール SSD アグリゲート
を含む AFF または FAS システム。

• Azure VNet にインストールされるコネクタ。
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• データセンター内の ONTAP クラスタ、 Azure BLOB ストレージ、およびクラウド階層化サービスへのア
ウトバウンド HTTPS 接続を可能にするコネクタのネットワーク。

 階層化をセットアップする

Cloud Manager で、オンプレミスの作業環境を選択し、 * 階層化の設定 * をクリックして、プロンプトに従っ
て Azure Blob Storage にデータを階層化します。

 ライセンスをセットアップする

無償トライアルの終了後、従量課金制のサブスクリプション、 ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を
組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。

• Azure Marketplace からサブスクライブするには、 * Tiering > Licensing * をクリックし、 * Subscribe * を
クリックして、プロンプトに従います。

• 階層化ライセンスを追加する場合は、 mailto ： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ subject= Licensing [ 購入
が必要な場合は当社にお問い合わせください ] を選択してから "Cloud Tiering から、クラスタにノードを
追加してください"。

要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備しま
す。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。
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コネクタと BLOB ストレージ間の通信はオブジェクトストレージのセットアップにのみ使用さ
れます。

ONTAP クラスタの準備

ONTAP クラスタを Azure BLOB ストレージにデータを階層化する場合は、次の要件を満たす必要がありま
す。

サポートされている ONTAP プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされる ONTAP のバージョン

ONTAP 9.4 以降

クラスタネットワークの要件

• ONTAP クラスタが、ポート 443 経由で Azure BLOB ストレージへの HTTPS 接続を開始します。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクト
ストレージが開始されることはなく、応答するだけです。

ExpressRoute の方がパフォーマンスが向上し、データ転送コストは削減されますが、 ONTAP クラス
タと Azure BLOB ストレージ間では必要ありません。ExpressRoute を使用する際はパフォーマンスが
大幅に向上するため、推奨されるベストプラクティスです。

• Azure VNet 内にあるネットアップサービスコネクタからのインバウンド接続が必要です。
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クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。

• 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP

がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保する
ことができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付け
る IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム
IPspace です。

サポートされるボリュームとアグリゲート

クラウド階層化が可能なボリュームの総数は、 ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなる可能
性があります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。たとえば、
SnapLock ボリュームや MetroCluster 構成からはデータを階層化できません。については、 ONTAP のド
キュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。

Cloud Tiering は、 ONTAP 9.5 以降、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットア
ップは他のボリュームと同じように機能します。

コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。データを Azure BLOB ストレージに階層化する場
合は、 Azure VNet 内にコネクタが必要です。新しいコネクタを作成するか、現在選択されているコネクタが
Azure にあることを確認する必要があります。

• "コネクタについて説明します"

• "Azure でコネクタを作成する"

• "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。

手順

1. コネクタが取り付けられている VNet で次の接続が有効になっていることを確認します。

◦ クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）

◦ ポート 443 から Azure BLOB ストレージへの HTTPS 接続

◦ ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続

2. 必要に応じて、 VNet サービスエンドポイントを Azure ストレージに対して有効にします。

ONTAP クラスタから VNet への ExpressRoute または VPN 接続があり、コネクタと BLOB ストレージ間
の通信を仮想プライベートネットワーク内に維持する場合は、 Azure ストレージへの VNet サービスエン
ドポイントを推奨します。
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最初のクラスタから Azure Blob にアクセス頻度の低いデータを階層化する ストレージ

Azure 環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

必要なもの

"オンプレミスの作業環境"。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択

2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。

これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。

4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。

a. * リソースグループ *: 既存のコンテナが管理されているリソースグループ ' または階層化されたデータ
の新しいコンテナを作成する場所を選択します

b. * Azure Container * ：ストレージアカウントに新しい BLOB コンテナを追加するか、既存のコンテナ
を選択して * Continue * をクリックします。

この手順で表示されるストレージアカウントとコンテナは、前の手順で選択したリソースグループに
属しています。

c. * アクセス層 *: 階層化されたデータに使用するアクセス層を選択し、「 * 続行 * 」をクリックしま
す。

d. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択
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し、「 * 続行」をクリックします。

正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジ
ェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。

6.
[* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします  アイコンをクリ
ックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックしま
す。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。

結果

クラスタのボリュームから Azure Blob オブジェクトストレージへのデータ階層化のセットアップが完了しま
した。

次の手順

"Cloud Tiering サービスに登録してください"。

また、クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータと非アクティブなデータに関する情報を確認
したりすることもできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

オンプレミスの ONTAP クラスタから Google Cloud Storage へデータを階層化する

データを Google Cloud Storage に階層化することで、オンプレミスの ONTAP クラスタ
の空きスペースを確保できます。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering サー
ビスが採用されています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 Google Cloud Storage へのデータの階層化を準備

次のものが必要です。
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• ONTAP 9.6 以降を実行し、 Google Cloud Storage への HTTPS 接続を備えたオール SSD アグリゲートを
含む AFF または FAS システム。

• 事前定義された Storage Admin ロールとストレージアクセスキーを持つサービスアカウント。

• Google Cloud Platform VPC にインストールされるコネクタ。

• データセンター内の ONTAP クラスタ、 Google Cloud Storage 、およびクラウド階層化サービスへのアウ
トバウンド HTTPS 接続を可能にするコネクタのネットワーク。

 階層化をセットアップする

Cloud Manager で、オンプレミスの作業環境を選択し、 * 階層化の設定 * をクリックして、プロンプトに従っ
て Google Cloud Storage にデータを階層化します。

 ライセンスをセットアップする

無償トライアルの終了後、従量課金制のサブスクリプション、 ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を
組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。

• GCP Marketplace からサブスクライブするには、 [ * 階層化（ * Tiering ） ] > [ ライセンス（ Licensing ）
] をクリックし、 [ * サブスクライブ（ * Subscribe ） ] をクリックして、プロンプトに従います。

• 階層化ライセンスを追加する場合は、 mailto ： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ subject= Licensing [ 購入
が必要な場合は当社にお問い合わせください ] を選択してから "Cloud Tiering から、クラスタにノードを
追加してください"。

要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備しま
す。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。
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Connector と Google Cloud Storage の間の通信は、オブジェクトストレージのセットアップに
のみ使用されます。

ONTAP クラスタの準備

データを Google Cloud Storage に階層化するには、 ONTAP クラスタが次の要件を満たしている必要があり
ます。

サポートされている ONTAP プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされている ONTAP のバージョン

ONTAP 9.6 以降

クラスタネットワークの要件

• ONTAP クラスタが、ポート 443 から Google Cloud Storage への HTTPS 接続を開始します。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクト
ストレージが開始されることはなく、応答するだけです。

Google Cloud Interconnect はパフォーマンスの向上とデータ転送コストの削減を実現しますが、
ONTAP クラスタと Google Cloud Storage の間では必要ありません。Google Cloud Interconnect の使
用時はパフォーマンスが大幅に向上するため、これを推奨するベストプラクティスです。

• Google Cloud Platform VPC 内の NetApp Service Connector からのインバウンド接続が必要です。
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クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。

• 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP

がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保する
ことができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付け
る IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム
IPspace です。

サポートされるボリュームとアグリゲート

クラウド階層化が可能なボリュームの総数は、 ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなる可能
性があります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。たとえば、
SnapLock ボリュームや MetroCluster 構成からはデータを階層化できません。については、 ONTAP のド
キュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。

Cloud Tiering は、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットアップは他のボリュー
ムと同じように機能します。

コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。データを Google Cloud Storage に階層化する場合
は、 Google Cloud Platform VPC でコネクタが使用可能である必要があります。新しいコネクターを作成する
か、現在選択されているコネクターが GCP にあることを確認する必要があります。

• "コネクタについて説明します"

• "GCP でコネクタを作成する"

• "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。

手順

1. コネクタがインストールされている VPC で次の接続が有効になっていることを確認します。

◦ クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）

◦ ポート 443 から Google Cloud Storage への HTTPS 接続

◦ ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続

2. オプション：サービスコネクタを配置するサブネットで Google プライベートアクセスを有効にします。

"プライベート Google アクセス" ONTAP クラスタから VPC への直接接続を確立している環境で、
Connector と Google Cloud Storage の間の通信を仮想プライベートネットワークのままにする場合は、を
推奨します。プライベート Google アクセスは、内部（プライベート） IP アドレスのみ（外部 IP アドレ
スは使用しない）を持つ VM インスタンスで機能します。
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データ階層化のための Google Cloud Storage の準備

階層化を設定する場合は、 Storage Admin の権限があるサービスアカウントにストレージアクセスキーを指
定する必要があります。サービスアカウントを使用すると、 Cloud Tiering で、データの階層化に使用する
Cloud Storage バケットを認証し、アクセスできます。キーは、 Google Cloud Storage がリクエストを発行
しているユーザーを認識できるようにするために必要です。

手順

1. "事前定義されたストレージ管理者を含むサービスアカウントを作成します ロール"。

2. に進みます "GCP Storage Settings （ GCP ストレージ設定）" サービスアカウントのアクセスキーを作成
します。

a. プロジェクトを選択し、 * 互換性 * をクリックします。まだ有効にしていない場合は、 [ 相互運用ア
クセスを有効にする *] をクリックします。

b. [ サービスアカウントのアクセスキー *] で、 [ サービスアカウントのキーの作成 *] をクリックし、作
成したサービスアカウントを選択して、 [ キーの作成 *] をクリックします。

必要なのは、です "Cloud Tiering にキーを入力します" 後で階層化を設定する場合。

最初のクラスタから Google Cloud にアクセス頻度の低いデータを階層化する ストレージ

Google Cloud 環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

必要なもの

• "オンプレミスの作業環境"。

• Storage Admin ロールが割り当てられているサービスアカウントのストレージアクセスキー。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択

2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。
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これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。

4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。

a. * Bucket * ：新しい Google Cloud Storage バケットを追加するか、既存のバケットを選択して、 *

Continue * をクリックします。

b. * ストレージクラス * ：階層化データに使用するストレージクラスを選択し、 * 続行 * をクリックしま
す。

c. * クレデンシャル * ：ストレージ管理者ロールが割り当てられたサービスアカウントのストレージアク
セスキーとシークレットキーを入力します。

d. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択
し、「 * 続行」をクリックします。

正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジ
ェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。

6.
[* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします  アイコンをクリ
ックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックしま
す。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。
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結果

クラスタのボリュームから Google Cloud オブジェクトストレージへのデータ階層化の設定が完了しました。

次の手順

"Cloud Tiering サービスに登録してください"。

また、クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータと非アクティブなデータに関する情報を確認
したりすることもできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

オンプレミスの ONTAP クラスタから StorageGRID へデータを階層化する

データを StorageGRID に階層化することで、オンプレミスの ONTAP クラスタの空きス
ペースを確保できます。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering サービスが採
用されています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してくだ
さい。

 データを StorageGRID に階層化する準備をします

次のものが必要です。

• FAS 9.4 以降を実行しているオール SSD アグリゲートを含む AFF または ONTAP システム。ユーザ指定
のポートから StorageGRID への接続に使用します。

• StorageGRID 10.3 以降で、 S3 権限を持つ AWS アクセスキーが使用されています。

• オンプレミスにインストールされているコネクタ。

• ONTAP クラスタ、 StorageGRID 、およびクラウド階層化サービスへのアウトバウンド HTTPS 接続を可
能にするコネクタのネットワーク。

 階層化をセットアップする

オンプレミスの作業環境を選択し、「 * 階層化の設定」をクリックして、プロンプトに従ってデータを
StorageGRID に階層化します。
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要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備しま
す。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。

コネクタと StorageGRID 間の通信は、オブジェクトストレージのセットアップにのみ使用され
ます。

ONTAP クラスタの準備

データを StorageGRID に階層化するときは、 ONTAP クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

サポートされている ONTAP プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされる ONTAP のバージョン

ONTAP 9.4 以降

ライセンス

データを StorageGRID に階層化する場合、 ONTAP クラスタに FabricPool ライセンスは必要ありませ
ん。

クラスタネットワークの要件

• ONTAP クラスタは、ユーザ指定のポートから StorageGRID への HTTPS 接続を開始します（階層化
のセットアップ時に設定可能です）。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクト
ストレージが開始されることはなく、応答するだけです。
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• コネクタからのインバウンド接続が必要です。この接続はオンプレミスにある必要があります。

クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。

• 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP

がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保する
ことができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付け
る IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム
IPspace です。

サポートされるボリュームとアグリゲート

クラウド階層化が可能なボリュームの総数は、 ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなる可能
性があります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。たとえば、
SnapLock ボリュームや MetroCluster 構成からはデータを階層化できません。については、 ONTAP のド
キュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。

Cloud Tiering は、 ONTAP 9.5 以降、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットア
ップは他のボリュームと同じように機能します。

StorageGRID を準備しています

StorageGRID は、次の要件を満たす必要があります。

サポートされている StorageGRID のバージョン

StorageGRID 10.3 以降がサポートされます。

S3 クレデンシャル

StorageGRID への階層化を設定するときは、 S3 アクセスキーとシークレットキーを使用してクラウド階
層化を提供する必要があります。Cloud Tiering は、キーを使用してバケットにアクセスします。

これらのアクセスキーは、次の権限を持つユーザに関連付ける必要があります。

"s3:ListAllMyBuckets",

"s3:ListBucket",

"s3:GetObject",

"s3:PutObject",

"s3:DeleteObject",

"s3:CreateBucket"

オブジェクトのバージョン管理

オブジェクトストアバケットで StorageGRID オブジェクトのバージョン管理を有効にすることはできませ
ん。
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コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。データを StorageGRID に階層化する場合は、オン
プレミスのコネクタが必要です。新しいコネクターをインストールするか、現在選択されているコネクターが
オンプレミスにあることを確認する必要があります。

• "コネクタについて説明します"

• "Connector ホストの要件"

• "既存の Linux ホストにコネクタをインストールします"

• "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。

手順

1. コネクタが取り付けられているネットワークで次の接続が有効になっていることを確認します。

◦ クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）

◦ ポート 443 から StorageGRID への HTTPS 接続

◦ ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続

最初のクラスタから StorageGRID にアクセス頻度の低いデータを階層化しています

環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

必要なもの

• "オンプレミスの作業環境"。

• 必要な S3 権限を持つ AWS アクセスキー。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択

2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。
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これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。

4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。

a. * プロバイダを選択 * ：「 StorageGRID 」を選択します。

b. * サーバ * ： StorageGRID サーバの FQDN を入力し、 StorageGRID が ONTAP との HTTPS 通信に
使用するポートを入力して、必要な S3 権限を持つ AWS アカウントのアクセスキーとシークレットキ
ーを入力します。

c. * Bucket * ：新しいバケットを追加するか、階層化データ用の既存のバケットを選択します。

d. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択
し、「 * 続行」をクリックします。

正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジ
ェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。

6.
[* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします  アイコンをクリ
ックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックしま
す。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。
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結果

これで、クラスタのボリュームから StorageGRID へのデータ階層化が設定されました。

次の手順

クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータとアクセス頻度の低いデータに関する情報を確認し
たりできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

Cloud Tiering のライセンスをセットアップ

従量課金制のサブスクリプション、 FabricPool _ という ONTAP 階層化ライセンス、ま
たはその両方を組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができま
す。従量課金制の場合は、コールドデータの階層化先となるクラウドプロバイダのマー
ケットプレイスから登録する必要があります。すべての市場から登録する必要はありま
せん。

さらに読む前に、いくつかのメモを記入してください。

• クラスタに FabricPool ライセンスがすでにインストールされている場合は、すべて設定されます。他に必
要な操作はありません。

• クラウドプロバイダのマーケットプレイスで Cloud Manager サブスクリプションにすでに登録している
場合は、 Cloud Tiering も自動的にサブスクライブされます。Cloud Tiering * Licensing * タブにアクティ
ブなサブスクリプションが表示されます。再度サブスクライブする必要はありません。

• データを StorageGRID に階層化する場合、料金は発生しません。BYOL ライセンスでも PAYGO 登録も
必要ありません。

"Cloud Tiering のライセンスの仕組みをご確認ください"。

AWS Marketplace からのサブスクライブ

AWS Marketplace で Cloud Tiering を登録して、 ONTAP クラスタから AWS S3 へのデータ階層化の従量課金
制サブスクリプションを設定できます。

手順

1. Cloud Manager で、 * Tiering > Licensing * をクリックします。

2. AWS Marketplace で * Subscribe * をクリックし、 * Continue * をクリックします。

3. AWS Marketplace でサブスクライブし、 Cloud Central にログインし直して登録を完了します。
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次のビデオは、プロセスを示しています。

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

Azure Marketplace からのサブスクライブ

Azure Marketplace から Cloud Tiering をサブスクライブして、 ONTAP クラスタから Azure Blob ストレージ
へのデータ階層化の従量課金制サブスクリプションを設定できます。

手順

1. Cloud Manager で、 * Tiering > Licensing * をクリックします。

2. Azure Marketplace で * Subscribe * をクリックし、 * Continue * をクリックします。

3. Azure Marketplace でサブスクライブし、 Cloud Central にログインして登録を完了します。

次のビデオは、プロセスを示しています。

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

GCP Marketplace から配信登録する

GCP Marketplace から Cloud Tiering に登録すると、 ONTAP クラスタから Google Cloud ストレージへのデ
ータ階層化の従量課金制サブスクリプションを設定できます。

手順

1. Cloud Manager で、 * Tiering > Licensing * をクリックします。

2. [GCP Marketplace] の下の [Subscribe] をクリックし、 [* Continue * ] をクリックします

3. GCP Marketplace から登録し、 Cloud Central にログインして登録を完了します。

 次のビデオは、このプロセスを示しています。

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

ONTAP に階層化ライセンスを追加する

ネットアップから ONTAP FabricPool ライセンスを購入して、お客様所有のライセンスを使用することができ
ます。

手順

1. FabricPool ライセンスをお持ちでない場合は、 mailto:ng-cloud-tiering@netapp.com ?subject=Licensing [

購入についてお問い合わせください ] をご覧ください。

2. Cloud Manager で、 * Tiering > Licensing * をクリックします。

3. クラスタリストテーブルで、オンプレミスの ONTAP クラスタのライセンスのアクティブ化（ BYOL ） *

をクリックします。
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ページのスクリーンショット。"]

4. ライセンスのシリアル番号を入力し、シリアル番号に関連付けられているネットアップサポートサイトの
アカウントを入力します。

5. ライセンスの有効化 * をクリックします。

結果

Cloud Tiering を使用すると、ライセンスが登録され、クラスタにインストールされます。

完了後

あとで追加のアドオン容量を購入した場合、クラスタ上のライセンスは新しい容量で自動的に更新されます。
新しいネットアップライセンスファイル（ NLF ）をクラスタに適用する必要はありません。

クラスタからのデータ階層化の管理

これで、 ONTAP クラスタからデータ階層化を設定したので、追加のボリュームからデ
ータを階層化したり、ボリュームの階層化ポリシーを変更したりできます。

追加のボリュームのデータを階層化する

新しいボリュームの作成後など、追加のボリュームのデータ階層化をいつでも設定できます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Tiering * をクリックします。

2. クラスタダッシュボード * で、クラスタの * 階層ボリューム * をクリックします。

3.
ボリュームごとに、をクリックします  アイコンをクリックし、階層化ポリシーを選択します。必要
に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックします。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。
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オブジェクトストレージはクラスタの階層化の初期設定時にすでに設定されているため、
設定する必要はありません。ONTAP はこれらのボリュームから同じオブジェクトストアに
アクセス頻度の低いデータを階層化します。

4. 完了したら、 * 閉じる * をクリックします。

ボリュームの階層化ポリシーを変更する

ボリュームの階層化ポリシーを変更すると、 ONTAP がコールドデータをオブジェクトストレージに階層化す
る方法が変更されます。変更はポリシーを変更した時点から始まります。変更されるのはボリュームに対する
以降の階層化の動作のみです。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Tiering * をクリックします。

2. クラスタダッシュボード * で、クラスタの * 階層ボリューム * をクリックします。

3.
をクリックします  アイコンをクリックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング
日数を調整し、 * 適用 * をクリックします。

"ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。

アグリゲートの階層化設定の管理

各アグリゲートには、階層化の使用率しきい値と、アクセス頻度の低いデータのレポートが有効になっている
かどうかという 2 つの設定を調整できます。

階層化の使用率しきい値

しきい値を低い値に設定すると、階層化が行われる前にパフォーマンス階層に格納する必要があるデータ
の量が減ります。これは、アクティブなデータをほとんど含まない大規模アグリゲートに便利です。

しきい値をより大きい値に設定すると、階層化が行われる前にパフォーマンス階層に格納する必要がある
データの量が増加します。これは、アグリゲートが最大容量に近い場合にのみ階層化するように設計され
たソリューションに役立つ場合があります。

Inactive Data Reporting の実行

Inactive Data Reporting （ IDR ）は、 31 日間のクーリング期間を使用してアクセス頻度の低いデータを特
定します。階層化されるコールドデータの量は、ボリュームに設定されている階層化ポリシーによって異
なります。この量は、 31 日間のクーリング期間を使用して、 IDR によって検出されたコールドデータの
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量とは異なる場合があります。

IDR を有効にしておくと、アクセス頻度の低いデータや削減の機会を特定するのに役立ちま
す。アグリゲートでデータ階層化が有効になっている場合は、 IDR を有効なままにしてお
く必要があり

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Tiering * をクリックします。

2. Cloud Tiering * ページで、クラスタのメニューアイコンをクリックし、 * アグリゲートの管理 * を選択し
ます。

3.
Manage Aggregates * ページで、をクリックします  アイコンをクリックして、テーブル内のアグリ
ゲートを選択します。

4. スペース不足しきい値を変更して、アクセス頻度の低いデータのレポートを有効にするか無効にするかを
選択します。

5. [ 適用（ Apply ） ] をクリックします。
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クラスタの階層化情報を確認しています

クラウド階層に格納されているデータの量やディスク上のデータの量を確認することができます。または、ク
ラスタのディスク上のホットデータとコールドデータの量を確認することもできます。Cloud Tiering は、各
クラスタにこの情報を提供します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Tiering * をクリックします。

2. クラスタダッシュボード * で、クラスタの詳細情報 * をクリックします。

3. クラスタに関する詳細を確認します。

次に例を示します。
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運用の健全性を修正

障害が発生する可能性があります失敗した場合は、 Cloud Tiering を実行すると、クラスタダッシュボード
に「失敗」操作の健常性ステータスが表示されます。ヘルスとして、 ONTAP システムと Cloud Manager の
ステータスが反映されます。

手順

1. 処理の健常性が「 Failed 」であるクラスタを特定します。

2. の上にカーソルを置きます  アイコンをクリックして失敗の理由を確認してください。

3. 問題を修正します。

a. ONTAP クラスタが動作しており、オブジェクトストレージプロバイダへのインバウンドおよびアウト
バウンド接続が確立されていることを確認してください。

b. Cloud Manager が、クラウド階層化サービス、オブジェクトストア、および検出した ONTAP クラス
タへのアウトバウンド接続を確立していることを確認します。

Cloud Tiering Technical FAQ 』を参照してください

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。
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ONTAP

ONTAP に関連する質問を次に示します。

ONTAP クラスタの要件を教えてください。

コールドデータの階層化先によって異なります。以下を参照してください。

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Amazon S3 へデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Google Cloud Storage へデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから StorageGRID へデータを階層化する"

Cloud Tiering を使用すると、アクセス頻度の低いデータのレポートを作成でき

はい、 Cloud Tiering を使用すると、各アグリゲートでアクセス頻度の低いデータレポートを有効にできます
この設定により、アクセス頻度の低いデータのうち、低コストのオブジェクトストレージに階層化できるデー
タの量を特定できます。

NAS ボリュームと SAN ボリュームのデータを階層化できますか。

クラウド階層化を使用すると、 NAS ボリュームからパブリッククラウドに、 SAN ボリュームからプライベ
ートクラウドに、 StorageGRID を使用してデータを階層化できます。

Cloud Volumes ONTAP について教えてください。

Cloud Volumes ONTAP システムを使用している場合は、クラスタダッシュボードにこれらのシステムが表示
され、ハイブリッドクラウドインフラにおけるデータの階層化を完全に確認できます。

クラスタダッシュボードでは、オンプレミスの ONTAP クラスタと同様の階層化情報を表示できます。運用の
健常性、現在の削減量、削減機会、ボリュームとアグリゲートに関する詳細などです。

Cloud Volumes ONTAP システムは、 Cloud Tiering から読み取り専用です。Cloud Volumes ONTAP では、ク
ラウド階層化からデータ階層化を設定することはできません。階層化の設定は、 Cloud Manager の作業環境
から同じように行います。

オブジェクトストレージ

オブジェクトストレージに関連する質問を次に示します。

サポートされているオブジェクトストレージプロバイダを教えてください。

Amazon S3 、 Azure Blob Storage 、 Google Cloud Storage 、 S3 プロトコルを使用した StorageGRID がサ
ポートされます。

独自のバケット / コンテナを使用できますか。

はい、できます。データの階層化を設定するときに、新しいバケット / コンテナを追加するか、既存のバケッ
ト / コンテナを選択するかを選択できます。
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サポートされているリージョンはどれですか。

• "サポートされている AWS リージョン"

• "サポートされている Azure リージョン"

• "サポートされている Google Cloud リージョン"

サポートされている S3 ストレージクラスはどれですか？

Cloud Tiering は、 Standard'Standard-Infrequent Access'_1 Zone-IA'_Intelligent Storage クラスへのデータ階
層化をサポートしています。を参照してください "サポートされている S3 ストレージクラス" 詳細：

サポートされている Azure Blob アクセス階層はどれですか？

Cloud Tiering は、アクセス頻度の低いデータにホットアクセス階層を自動的に使用します。

Google Cloud Storage ではどのストレージクラスがサポートされていますか。

Cloud Tiering は、アクセス頻度の低いデータに _Standard_storage クラスを使用しています。

Cloud Tiering は、クラスタ全体に 1 つのオブジェクトストアを使用していますか、それともアグリゲートご
とに 1 つ使用していますか

クラスタ全体で 1 つのオブジェクトストアを使用します。

階層化とは関係なくオブジェクトストアにポリシーを適用してデータを移動できますか。

いいえ。 Cloud Tiering は、オブジェクトストアからデータを移動または削除するオブジェクトライフサイク
ル管理ルールをサポートしていません。

コネクタ

コネクタに関連する質問を次に示します。

コネクタはどこに取り付ける必要がありますか？

• データを S3 に階層化する場合は、 AWS VPC またはオンプレミスにコネクタを配置できます。

• データを BLOB ストレージに階層化する場合は、コネクタが Azure VNet 内に存在している必要がありま
す。

• データを Google Cloud Storage に階層化する場合は、 Google Cloud Platform VPC 内に Connector を配
置する必要があります。

• データを StorageGRID に階層化する場合は、コネクタをオンプレミスの Linux ホストに配置する必要が
あります。

ネットワーキング

ネットワークに関連する質問を次に示します。
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ネットワーク要件

• ONTAP クラスタが、オブジェクトストレージプロバイダへのポート 443 経由の HTTPS 接続を開始しま
す。

ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクトス
トレージが開始されることはなく、応答するだけです。

• StorageGRID の場合、 ONTAP クラスタは、ユーザ指定のポートから StorageGRID への HTTPS 接続を
開始します（このポートは階層化のセットアップ時に設定可能です）。

• コネクタには、ポート 443 経由での ONTAP クラスタへのアウトバウンド HTTPS 接続、オブジェクトス
トア、およびクラウド階層化サービスが必要です。

詳細については、以下を参照してください。

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Amazon S3 へデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから Google Cloud Storage へデータを階層化する"

• "オンプレミスの ONTAP クラスタから StorageGRID へデータを階層化する"

権限

権限に関連する質問を次に示します。

AWS で必要な権限

権限が必要です "をクリックして S3 バケットを管理します"。

Azure で必要な権限

Cloud Manager に提供する必要がある権限以外で追加の権限は必要ありません。

Google Cloud Platform に必要な権限は何ですか。

ストレージ管理者の権限は、ストレージアクセスキーを含むサービスアカウントに必要です。

StorageGRID に必要な権限

"S3 権限が必要です"。

参照

サポートされている S3 ストレージクラスとリージョン

Cloud Tiering は、複数の S3 ストレージクラスとほとんどのリージョンをサポートして
います。
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サポートされている S3 ストレージクラス

Cloud Tiering を使用すると、ライフサイクルルールを適用して、データを _Standard_storage クラスから別
のストレージクラスに 30 日後に移行できます。次のストレージクラスから選択できます。

• 標準的なアクセス頻度は低い

• 1 ゾーン -IA

• インテリジェント

Standard を選択した場合、データはそのストレージクラスに残ります。

"S3 ストレージクラスについて説明します"。

サポートされている AWS リージョン

Cloud Tiering は、次の AWS リージョンをサポートしています。

アジア太平洋地域

• ムンバイ

• ソウル

• シンガポール

• シドニー

• 東京

ヨーロッパ

• フランクフルト

• アイルランド

• ロンドン

• パリ

• ストッケホルム

北米

• カナダセントラル

• GovCloud （ US-West ）– ONTAP 9.3 以降

• 米国東部（ N（バージニア州）

• 米国東部（オハイオ州）

• US West （ Nカリフォルニア）

• US West （オレゴン州）
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南米

• サンパウロ

サポートされている Azure Blob アクセス階層とリージョン

Cloud Tiering は、 _ ホットアクセス階層とほとんどのリージョンをサポートしていま
す。

サポートされる Azure Blob アクセス階層

Azure へのデータ階層化を設定すると、 Cloud Tiering は、アクセス頻度の低いデータに _Hot_access 階層を
自動的に使用します。

サポートされている Azure リージョン

Cloud Tiering は、次の Azure リージョンをサポートしています。

アフリカ

• 南アフリカ北部

アジア太平洋地域

• オーストラリア東部

• オーストラリア南東部

• 東アジア

• 日本東部

• 日本西部

• 韓国中央

• 韓国

• 東南アジア

ヨーロッパ

• フランス中部

• ドイツセントラル

• 北東ドイツ

• 北ヨーロッパ

• 英国南部

• 英国西部

• 西ヨーロッパ
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北米

• カナダセントラル

• カナダ東部

• 米国中部

• 米国東部

• 東アメリカ 2

• 北米

• 米国南部

• 米国西部

• 西アメリカ 2

• アメリカ西部

南米

• ブラジル南部

サポートされている Google Cloud ストレージクラスとリージョン

Cloud Tiering は、 Standard ストレージクラスとほとんどの Google Cloud リージョンを
サポートしています。

サポートされるアクセス階層

Cloud Tiering は、アクセス頻度の低いデータに _Standard_access 階層を使用します。

サポートされている Google Cloud リージョン

Cloud Tiering は、次のリージョンをサポートしています。

南北アメリカ

• アイオワ

• ロサンゼルス

• モントリオール

• N（バージニア州）

• オレゴン

• サンパウロ

• サウスカロライナ

アジア太平洋地域

• 香港
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• ムンバイ

• 大阪

• シンガポール

• シドニー

• 台湾

• 東京

ヨーロッパ

• ベルギー

• フィンランド

• フランクフルト

• ロンドン

• オランダ

• チューリッヒ
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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
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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。
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