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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。

"サポートされている Cloud Volumes ONTAP 構成を表示します"
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"Cloud Volumes ONTAP の詳細については、こちらを参照してください"

ストレージ

ディスクとアグリゲート

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

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

概要

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

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

AWS ストレージ

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

EBS ストレージ

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

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

EBS ディスクタイプの違いは次のとおりです。

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

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

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

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

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

ローカル NVMe ストレージ

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

• 関連リンク *

• "AWS のドキュメント： EBS ボリュームのタイプ"

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

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

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

Azure ストレージ

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

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

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

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

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

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

管理対象の各ディスクタイプの最大ディスクサイズは 32TB です。

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

HA ペア

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

• 関連リンク *

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

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

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

GCP ストレージ

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

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

• 関連リンク *

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

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

RAID タイプ

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

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

データ階層化の概要

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

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

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

AWS でのデータ階層化

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

高パフォーマンス階層

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

大容量階層

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

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

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

ストレージクラス

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

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

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

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

Azure のデータ階層化

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

Storage を使用します。

高パフォーマンス階層

高パフォーマンス階層には SSD と HDD があります。

大容量階層

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

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

ストレージアクセス階層

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

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

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

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

GCP でのデータ階層化

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

高パフォーマンス階層

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

6

https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-blob-storage-tiers
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering.html


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
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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。

自動

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

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

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

なし

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

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

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

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

• 自動： 31 日

• Snapshot のみ： 2 日

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

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

データ階層化の設定

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

ストレージ管理

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

ストレージのプロビジョニング

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

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

プロビジョニングの簡素化

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

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

• 十分な空きスペースがある既存のアグリゲートにボリュームを配置します。

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

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

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

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

AWS でのアグリゲートのディスクサイズの選択

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

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

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

アグリゲート番号 ディスクサイズ 最大アグリゲート容量

1. 500 MB 3 TB

4. 1 TB 6TB

6. 2TB 12TB

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

高度な割り当て

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

容量管理

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

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

自動容量管理

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

次の例は、このモードの動作を示しています。

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

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

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

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

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

容量の自動管理による LUN の管理

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

容量の自動管理による inode の管理

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

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

手動による容量管理

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

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

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

Flash Cacheとは

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

AWS でサポートされるインスタンス

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

• c5d.csi

• c5d.9xlarge

• c5d.18 x ラージ

• m5d.8xlarge

• m5d.12xlarge

• r5d.2xlarge

Azure でサポートされている VM タイプです

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

制限

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

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

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

WORM ストレージ

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

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

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

WORM ストレージのアクティブ化

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

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

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

ファイルを WORM にコミットしています

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

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

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

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

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

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

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

ハイアベイラビリティペア

AWS におけるハイアベイラビリティペア

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

概要

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

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

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

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

ストレージのテイクオーバーとギブバック

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

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

RPO と RTO

HA 構成では、次のようにデータの高可用性が維持されます。

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

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

HA の導入モデル

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

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

NFS と CIFS のデータアクセス

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

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

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

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

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

iSCSI データアクセス

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

iSCSI のストレージテイクオーバーとギブバック

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

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

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

NAS のストレージテイクオーバーとギブバック

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

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

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

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

単一の可用性ゾーンでの Cloud Volumes ONTAP HA

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

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

データアクセス

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

次の図は、単一の AZ での HA 構成を示しています。データには、 vPC 内および vPC 外部からアクセスでき
ます。
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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。
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ストレージの割り当て

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

ストレージ構成

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

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

Manager を使用している場合のみです。

HA 構成に期待されるパフォーマンス

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

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

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

Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンスの詳細については、を参照してください "パフォーマンス"。

ストレージへのクライアントアクセス

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

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

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

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

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

HA コンポーネント

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

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。
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メッセージを確認する作業環境を選択できます。

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。
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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。

• 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>

  }
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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
す。セットアップは必要ありません。

Google Cloud Storage では常にデータが暗号化されてからディスクに書き込まれますが、 Cloud Manager

API を使用して、 _cuser-managed 暗号化キー _ を使用する Cloud Volumes ONTAP システムを作成できま
す。これらは、 Cloud Key Management Service を使用して GCP で生成および管理するキーです。 "詳細は
こちら。"。

ONTAP のウィルススキャン

ONTAP システムの統合アンチウイルス機能を使用すると、データがウイルスやその他の悪意のあるコードに
よって危険にさらされるのを防ぐことができます。

ONTAP ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと
ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御でき
ます。

Vscan でサポートされるベンダー、ソフトウェア、およびバージョンについては、を参照してください
"NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

ONTAP システムでウィルス対策機能を設定および管理する方法については、を参照してください "ONTAP 9

ウィルス対策構成ガイド"。

ランサムウェアからの保護

ランサムウェア攻撃は、ビジネス時間、リソース、評判を低下させる可能性があります。Cloud Manager で
は、ランサムウェアに対応したネットアップソリューションを実装できます。これにより、可視化、検出、修
復のための効果的なツールが提供されます。

• Cloud Manager は、 Snapshot ポリシーで保護されていないボリュームを特定し、それらのボリュームの
デフォルトの Snapshot ポリシーをアクティブ化できます。

Snapshot コピーは読み取り専用であり、ランサムウェアによる破損を防止します。単一のファイルコピ
ーまたは完全なディザスタリカバリソリューションのイメージを作成する際の単位を提供することもでき
ます。

• Cloud Manager では、 ONTAP の FPolicy ソリューションを有効にすることで、一般的なランサムウェア
のファイル拡張子をブロックすることもできます。
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"ネットアップのランサムウェア向けソリューションの実装方法をご確認ください"。

パフォーマンス

パフォーマンスの結果を確認して、 Cloud Volumes ONTAP に適したワークロードを決
定できます。

• Cloud Volumes ONTAP for AWS

"NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services

における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"。

• Cloud Volumes ONTAP for Microsoft Azure

"NetApp テクニカルレポート 4671 ：アプリケーションワークロードを使用した Azure における Cloud

Volumes ONTAP のパフォーマンス特性評価"。

• Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud の略

"ネットアップテクニカルレポート 4816 ：『 Performance Characterization of Cloud Volumes ONTAP for

Google Cloud 』"。

Cloud Volumes ONTAP のデフォルト設定

Cloud Volumes ONTAP がデフォルトでどのように設定されているかを理解すると、シス
テムのセットアップと管理に役立ちます。特に、 ONTAP に精通している場合は、
Cloud Volumes ONTAP のデフォルト設定は ONTAP とは異なるためです。

デフォルト値です

• Cloud Volumes ONTAP は、 AWS 、 Azure 、 GCP ではシングルノードシステムとして、 AWS と Azure

では HA ペアとして利用できます。

• Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP の導入時にデータを提供する Storage VM を 1 つ作成しま
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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

• 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
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属性 Cloud Manager によって設定される値

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。

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
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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。

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。
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