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概要
本テクニカル レポートでは、NetApp® ONTAP®ソフトウェア コンポーネントのFabricPoolの
ベストプラクティスについて説明します。本書は、このソフトウェアの機能、要件、実装、ベ
ストプラクティスについて説明します。
<<本レポートは機械翻訳による参考訳です。公式な内容はオリジナルである英語版をご確認ください。>>
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概要
FabricPoolは、ONTAP 9.2で最初に提供されたネットアップ データ ファブリックのテクノロジで、オン
プレミスまたはオフプレミスの低コストのオブジェクト ストレージ階層へデータを自動で階層化するこ
とができます。
手動の階層化ソリューションとは異なり、FabricPoolはデータの階層化を自動化して、ストレージのコス
トを削減することで、総所有コストを削減します。Alibaba Cloud Object Storage Service、Amazon S3、
Google Cloud Storage、IBM Cloud Object Storage、Microsoft Azure Blob Storageなどのパブリック クラ
ウド、およびNetApp StorageGRID®などのプライベート クラウドに階層化することで、クラウドの経済
性の利点を提供します。
FabricPoolはアプリケーションに対して透過的であるため、パフォーマンスを犠牲にすることなくクラウド
の経済性を活用できます。また、ストレージの効率性を活用するためにソリューションを再構築したりす
る必要がないため、クラウドの経済性を活用できます。
•

ONTAP では、SSD および HDD ローカル階層（ONTAP CLI ではストレージアグリゲートとも呼
ばれます）で FabricPool がサポートされます。Flash Pool アグリゲートはサポートされません。

•

ONTAP SelectはFabricPoolをサポートしています。ネットアップでは、SSD のみの FabricPool ローカ
ル階層の使用を推奨しています。

•

Cloud Volumes ONTAP は、Amazon S3、Google Cloud Storage、および Microsoft Azure Blob
Storage によるデータ階層化をサポートしています。
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図 1）FabricPoolの導入前後

主なユースケース
FabricPoolの主な目的は、ストレージの設置面積と関連コストを削減することです。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、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の機能とデータの効率性は維持されます。
FabricPoolには、主に次の2つの用途があります。
•

プライマリ ストレージの容量の再利用

•

ストレージ設置面積の縮小

FabricPoolは、プライマリ データ センターとセカンダリ データ センターのストレージ設置面積を大幅
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。アクセス制御リスト（ACL）、デ
ィレクトリ構造、および NetApp WAFL ® メタデータは常にローカル階層に残ります。災害によってパ
フォーマンス階層が破壊された場合、WAFLメタデータが含まれていないため、クラウド階層のデータ
を使用して新しい環境を作成することはできません。
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データを完全に保護するためには、SnapMirror®やSnapVault®などの既存のONTAPテクノロジの使用を
検討してください。

プライマリ ストレージの容量を再利用（自動、Snapshotのみ、またはすべて）
ストレージ環境の非アクティブな（コールド）データの大部分は非構造化データに関連付けられており、
多くのストレージ環境ではストレージ容量の合計が50%を超えています。
生産性ソフトウェア、完了したプロジェクト、古いデータセットに関連するアクセス頻度の低いデータ
は、ハイパフォーマンスのSSDの非効率的な使用につながります。この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ことで、既存のSSD容量を再利用し、必要なSSD容量を減らすことができます。
ONTAP 9.4で最初に利用可能になった自動ボリューム階層化ポリシーは、Snapshotコピーに関連付けら
れたブロックだけでなく、ボリューム内のすべてのコールド ブロックをクラウド階層に移動します。
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、クラウド階層のコールド データ ブロックはコールド状態
のままで、パフォーマンス階層には書き込まれません。
図2）自動ボリューム階層化ポリシーによるスペースの再利用

Snapshot のみ
Snapshotコピーは、一般的なストレージ環境の10%以上を消費することがよくあります。データ保護とデ
ィザスタ リカバリに不可欠ですが、これらのポイントインタイム コピーはめったに使用されないため、ハ
イパフォーマンスのSSDの使用は効率的ではありません。
「Snapshotのみ」は、FabricPoolのボリューム階層化ポリシーであり、SSDのストレージ スペースを再利
用する簡単な方法です。このポリシーを使用するように構成すると、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 ブロックがクラウド階層に移動します。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。
注 ：図 3 に示すように、FabricPool の「 Snapshot のみ」のボリューム階層化ポリシーを使用すると、
ローカル階層で Snapshot コピーに使用されるストレージ容量が削減されます。ONTAPで許可
されるSnapshotコピーの最大数は増加せず、1,023個のままです。
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図3）「Snapshotのみ」ボリューム階層化ポリシーによるスペースの再利用

すべて
アクティブ ボリューム（自動）およびスナップショット（Snapshotのみ）のコールド プライマリ デー
タに加えて、FabricPoolの最も一般的な用途の1つは、データ ボリューム全体を低コストのクラウドに
移動することです。完了したプロジェクト、レガシー レポート、履歴レコード（保持する必要があるが
頻繁に読み取りが行われないデータセット）は、低コストのオブジェクト ストレージに階層化する候補
として理想的です。
ボリューム全体を移動するには、ボリュームの「すべて」のボリューム階層化ポリシーを設定します。
「すべて」のポリシーは、主にセカンダリ データおよびデータ保護ボリュームで使用されますが、ボ
リュームが頻繁なトランザクション処理の対象にならないかぎり、読み取り/書き込みボリューム内の
すべてのデータを階層化するためにも使用できます。
「すべて」の階層化ポリシーを使用したボリューム内のデータ（階層化できないデータを除く）は、す
ぐにコールドとしてマークされ、できるだけ早くクラウドに階層化されます。データがコールドにな
り、階層化されるまでの最短日数を待つ必要はありません。読み込まれた場合、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。
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図4）「すべて」のボリューム階層化ポリシーを使用したスペースの再利用

セカンダリ ストレージの設置面積の縮小（すべて）
セカンダリ データには、NetApp SnapMirror（ディザスタ リカバリ）またはNetApp SnapVault（バック
アップ）のデスティネーション ターゲットであるデータ保護ボリュームが含まれます。このデータは、
保護対象のプライマリ データ（1つのベースライン コピーと複数のSnapshotコピー）と1：1以上の比率
を共有するセカンダリ クラスタに頻繁に保存されます。大規模なデータセットの場合、このアプローチ
は非常に高額になる可能性があるため、保護する必要があるデータについては、ユーザが高いコストをか
けて決定する必要があります。
Snapshot コピーと同様に、データ保護ボリュームはあまり使用されず、ハイパフォーマンスストレ
ージの使用は効率的ではありません。FabricPool の「すべて」のボリューム階層化ポリシーは、この
パラダイムを一変させます。
FabricPoolの「すべて」ポリシーでは、プライマリとバックアップの比率が1：1ではなく、セカンダリ ク
ラスタのディスク シェルフの数を大幅に削減し、ほとんどのバックアップ データを低コストのオブジェ
クト ストレージに階層化できます。ACL、ディレクトリ構造、WAFLメタデータは、セカンダリ クラス
タのパフォーマンス階層に残ります。
読み取りの場合、「すべて」のポリシーを使用するボリュームのコールド データ ブロックは、パフォ
ーマンス階層に書き戻されません。これにより、大容量のセカンダリ ストレージ パフォーマンス階層
の必要性が軽減されます。
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図 5）セカンダリ ストレージでの「すべて」のボリューム階層化ポリシーの使用。

図5は、ONTAPを実行する従来のクラスタとしてのセカンダリを示しています。セカンダリは、Cloud
ONTAPボリュームを使用してクラウドに配置することもONTAP Selectを使用して、ソフトウェアで定
義される環境に配置することもできます。ONTAPを展開できる場所であれば、FabricPoolを使用してデ
ータを階層化できます。

要件
FabricPool ONTAP 9.2クラスタFabricPool に関するその他の要件は、使用する ONTAP のバージョンと
接続するクラウド階層によって異なります。
ONTAP 9.8 より前のバージョンでは、FabricPool は SSD ローカル階層でのみサポートされていました。
認証局（CA）証明書のインストールと使用が推奨されるベストプラクティスですが、ONTAP 9.4以
降では、StorageGRIDにCA証明書をインストールする必要はありません。

プラットフォーム
•

AFF

•

FAS
FabricPool は、次の点を除いて、ONTAP 9.2 を実行可能なすべてのプラットフォームでサポートされ
ます。

•

−

FAS8020

−

FAS2554、FAS2552、FAS2520

ONTAP Select
注
9
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•

クラウド階層

•

−

Alibaba Cloud Object Storage Service（標準、低頻度アクセス）

−

Amazon S3（標準、標準-IA、1ゾーン-IA、Intelligent-Tiering）

−

Amazon Commercial Cloud Services（C2S）

−

Google Cloud Storage（Multi-Regional、Regional、Nearline、Coldline）

−

IBM Cloud Object Storage（Standard、Vault、Cold Vault、Flex）

−

Microsoft Azure Blob Storage（ホットおよびクール）

−

StorageGRID 10.3以上

Cloud Volumes ONTAPを使用したデータ階層化
−

Amazon S3

−

Google Cloud Storage

−

Microsoft Azure Blob Storage

クラスタ間LIF
FabricPoolを使用するクラスタの高可用性（HA）ペアでは、クラウド階層と通信するために2つのクラ
スタ間LIFが必要です。ネットアップは、追加のHAペアでクラスタ間LIFを作成して、これらのノード
のアグリゲートにもクラウド階層をシームレスに接続することを推奨します。
ルーティングが異なるノードで複数のIC LIFを使用している場合は、異なるIPspaceに配置することを推
奨します。設定中にFabricPoolは複数のIPspaceから選択できますが、IPspace内の特定のIC LIFを選択
することはできません。
注：クラスタ間LIFを無効化または削除すると、クラウド階層への通信が中断されます。

ボリューム
FabricPoolは、「なし」以外（たとえば、「ボリューム」）のスペース ギャランティを使用するボリ
ュームを含むアグリゲートにクラウド階層を接続できません。
volume modify -space-guarantee none

space-guarantee none パラメータを設定すると、ボリュームのシンプロビジョニングが保証され
ます。このギャランティ タイプのボリュームが消費するスペースの量は、初期のボリューム サイズに
よって決定されることはなく、データが追加されるにつれて増加します。このアプローチはFabricPool
にとって不可欠です。ボリュームがホットになり、パフォーマンス階層に戻されるクラウド階層データ
をサポートする必要があるためです。

FlexGroupボリューム
NetApp FlexGroup ボリュームで使用されるすべてのローカル階層は FabricPool ローカル階層である必要
があります。
FabricPoolアグリゲートでFlexGroupボリュームをプロビジョニングする場合、OnCommand® System
Managerの自動プロセスでは、FlexGroupボリュームがすべてのクラスタ ノードでFabricPoolアグリゲート
を使用する必要があります。これは推奨されるベストプラクティスですが、FlexGroupボリュームを手動で
プロビジョニングする場合は必須ではありません。

Quality of Service（QoS、サービス品質）の最小要件
FabricPoolとサービス品質の最小値（最小QoS）の目標は相互に排他的です。最小QoSはパフォーマン
スの最小値を提供しますが、FabricPoolはオブジェクト ストレージにブロックを送信するため、パフォ
ーマンスは低下します。FabricPoolアグリゲートのボリュームでは、最小QoSをオフにする必要があり
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ます。または、最小QoSが必要なボリュームでは、階層化をオフにする必要があります（-tieringpolicy none）。

Cloud Tiering ライセンス
FabricPoolでは、サードパーティのオブジェクト ストレージ プロバイダ（Amazon S3など）をAFFおよ
びFASハイブリッド フラッシュ システムのクラウド階層として接続する場合、容量ベースのライセンス
が必要です。StorageGRIDをクラウド階層として使用する場合、またはAmazon S3、Google Cloud
Storage、またはMicrosoft Azure Blob StorageをCloud Volumes for ONTAPのクラウド階層として使用す
る場合、FabricPoolライセンスは必要ありません。
新しい Cloud Tiering ライセンス（アドオンまたは既存の FabricPool ライセンスの拡張機能を含む）
は、Cloud Manager デジタルウォレットでアクティブ化されます。階層化のセットアップと設定は、
クラウド階層化サービスを使用して行います。
Cloud Tiering ライセンスは、クラウドプロバイダマーケットプレイスから従量課金制サブスクリプショ
ン、または 2 カ月、12 カ月、24 カ月、36 カ月の期間ベースライセンスで利用できます。
FabricPoolライセンス（既存のライセンスの追加容量を含む）は、1TB単位で購入できます。
注

：Cloud Tiering ライセンスは、お客様のアカウントに添付されており、階層化の総容量は複数
のクラスタ間で使用できます。

FabricPoolライセンス
ONTAP ライセンスは、FabricPool 環境、および Cloud Manager でサポートされないサードパーテ
ィのオブジェクトストレージプロバイダでは引き続きサポートされます。環境には次のものがあり
ます
•

Alibaba Cloud Object Storage Service

•

Amazon Commercial Cloud Services（C2S）

•

IBM Cloud Object Storage

•

FabricPool ミラー

•

MetroCluster

•

ダークサイトまたはエアギャップ環境

注：

FabricPool ライセンスは、クラスタの UUID を使用して単一のクラスタにロックされます。

ライセンス容量
クラウド階層に保存されたデータ量（使用容量）がライセンス容量に達すると、クラウド階層への階層
化は停止します。「すべて」の階層化ポリシーを使用したボリュームへのSnapMirrorコピーを含む追加
データは、ライセンス容量が増加するまで階層化できません。階層化は停止しますが、クラウド階層の
データには引き続きアクセスできます。追加のコールドデータは、ライセンスで許可された容量が増え
るまでローカル階層に残ります。

認証局証明書
FabricPoolがStorageGRIDまたは一部のIBM Cloud Object Storage環境のような他のプライベート クラ
ウドをクラウド階層として使用する場合、Transport Layer Security（TLS）接続を使用する必要があり
ます。TLS構成なしでFabricPoolを使用することはサポートされていますが、推奨されません。
注：ONTAP 9.4以降では、CA証明書は不要になりました。ただし、サードパーティの認証局からの署
名証明書を使用することを推奨します。

11

FabricPool のベストプラクティス
ONTAP 9.9.1

© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.

FQDN
FabricPool では、CA 証明書が関連付けられているクラウド階層サーバと同じ完全修飾ドメイン名
（FQDN）を使用する必要があります。
StorageGRID 11.3 より前のバージョンでは、デフォルトの CA 証明書は、サーバの FQDN に基づいて
いない共通名（CN）を使用します。共通名を使用すると、StorageGRID を ONTAP ローカル階層に接
続できない証明書ベースのエラーが発生します。
エラーには、次のような例があります。
•

クラウド階層を追加できません。オブジェクト ストア サーバから提供された証明書を確認で
きません。証明書がクラスタにインストールされていない可能性があります。今すぐ証明書
を追加しますか？

•

オブジェクト ストア サーバから提供された証明書を確認できません。

これらのエラーを回避し、StorageGRIDをクラウド階層として正常に接続するには、グリッド内の
証明書を正しいFQDNを使用する証明書に置き換える必要があります。
自己署名証明書を使用できますが、サードパーティの認証局からの署名証明書を使用することを
推奨します。

インストール
ONTAPにCA証明書をインストールするには、次の手順を実行します。
1.

CA証明書を取得します。

2.

証明書をONTAPにインストールします。

CA 証明書を取得する
StorageGRID証明書を作成した証明機関から、ルートCA証明書と、存在する場合は、Base-64エンコ
ード形式（PEM形式とも呼ばれる）の中間CA証明書を取得します。
StorageGRID SSL証明書の設定手順を実行した場合、これらは、chain.pemファイル内の証明書になり
ます。
StorageGRID エンドポイントの証明書を取得するには、次の手順を実行します。
1.

StorageGRID 管理コンソールを開きます。

2.

Configuration > Load Balancer Endpoints を選択します。

3.

エンドポイントを選択し、Edit Endpoint をクリックします。

4.

証明書 PEM をコピーします。内容は次のとおりです。

-----BEGIN CERTIFICATE----- and -----END CERTIFICATE-----

サードパーティのロードバランサを使用している場合に証明書を取得するには、次の手順を実行します。
1.

次のコマンドを実行します。

openssl s_client -connect <FQDN> -showcerts

2.

次のような証明書をコピーします。

-----BEGIN CERTIFICATE----- and -----END CERTIFICATE-----

ONTAPに証明書をインストールする
System ManagerでStorageGRIDタイプの新しいクラウド階層を追加する場合は、CA証明書を貼り付ける
ことができます。StorageGRID証明書を発行した中間CAがある場合は、中間CA証明書である必要があり
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ます。StorageGRID証明書がルートCAによって直接発行された場合は、ルートCA証明書を使用する必要
があります。
ルート証明書（および中間証明書）をONTAPにインストールするには、次のコマンドを実行します。
security certificate install -vserver <name> -type server-ca

アーキテクチャ
FabricPool では、クラウド階層（外部オブジェクトストア）と ONTAP のローカル階層（ストレージア
グリゲート）を関連付けて、ディスクの複合コレクションである FabricPool を作成します。その後、複
数アグリゲート内のボリュームは、パフォーマンスSSD（パフォーマンス階層）のアクティブ（ホット）
データを維持し、アクセス頻度の低い（コールド）データを外部オブジェクト ストレージ（クラウド階
層）に階層化することにより、FabricPoolを活用できます。
FabricPoolの構成と使用には基本レベルの理解のみが必要ですが、FabricPoolがブロック温度を決定し、
オブジェクトを作成し、データを移行する方法を理解することは、ストレージ ソリューションを設計す
る際に非常に役立ちます。

ブロック温度
ブロックがSSDに書き込まれると、ホットであることを示す温度値が割り当てられます。時間が経つに
つれて、バックグラウンドのクーリング スキャンはブロックを冷却し、ホットなブロックを暖かくし、
読み取られていない場合は最終的にブロックを冷たくします。アクティビティがないと仮定すると、ブ
ロックはtiering-minimum-cooling-days設定で設定された時間に基づいてコールドになります。
注：「すべて」のボリューム階層化ポリシーは、このルールの例外です。「すべて」の階層化ポリシ
ーを使用するボリュームのブロックは、すぐにコールドとして識別され、階層化のマークが
付けられます。

オブジェクトの作成
FabricPoolはWAFLブロック レベルで動作し、ブロックを冷却し、それらをオブジェクトに連結し、
それらのオブジェクトをクラウド階層に移行します。各FabricPoolオブジェクトは4MBで、1,024個の
4KBブロックで構成されています。オブジェクト サイズは、主要なクラウド プロバイダからの推奨
パフォーマンスに基づいて、4MBに固定されており、変更できません。コールド ブロックが読み取ら
れてホットにされると、4MBオブジェクト内の要求されたブロックのみが取得されます。オブジェク
ト全体もファイル全体も移行されません。必要なブロックのみが移行されます。
注：ONTAPは、シーケンシャルな先読みの機会を検出すると、パフォーマンスを向上させるために、
読み取り前にブロックをクラウド階層に要求します。

データ移動
ブロックがコールドとして識別されると、階層化のマークが付けられます。この間、バックグラウン
ド階層化スキャンはコールド ブロックを探します。同じボリュームから十分な4KBブロックが収集さ
れると、それらは4MBオブジェクトに連結され、ボリューム階層化ポリシーに基づいてクラウド階層
に移動されます。

階層化の使用率しきい値
デフォルトでは、クラウド階層への階層化は、パフォーマンス階層のアグリゲートが50%を超えている
場合にのみ行われます。パフォーマンス階層が十分に活用されていない場合、コールド データをクラウ
ド階層に階層化する理由はほとんどありません。
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ONTAP 9.5では、50%の階層化使用率しきい値を調整できます。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、ホットで
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役立つ場合があります。
しきい値をより高い数値に設定すると、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。
注：

「すべて」のボリューム階層化ポリシーは階層化のスペース不足しきい値を無視します。「すべ
て」の階層化ポリシーを使用するボリュームのブロックは、階層化の使用率しきい値に関係なく
階層化されます。

階層化の使用率しきい値を変更するには、次のコマンドを実行します。
storage aggregate object-store modify –aggregate <name> –tiering-fullness-threshold <#> (0%-99%)

注：Advanced権限レベルが必要です。

ライトバック防止
パフォーマンス階層の容量が70%を超えている場合、コールド データはパフォーマンス階層に書き戻さ
れることなく、クラウド階層から直接読み取られます。FabricPool では、頻繁に使用されるローカル階
層でのコールドデータの書き戻しを防止することにより、アクティブデータのローカル階層が保持され
ます。
ONTAP 9.7 より前のバージョンでは、ローカル階層の容量が 70% に達したときにライトバック防止が行
われていました。

SnapMirrorの動作
クラウド階層からパフォーマンス階層へのデータの移動は、ブロックが読み取られるたびに実行される可
能性があります。
表 1）SnapMirror の動作

ソース ボリュームの階層化ポリ
シー

デスティネーション ボリューム
の階層化ポリシー

書き込み場所

自動

自動

ローカル > ローカル
クラウド > クラウド

自動

Snapshot のみ

ローカル

自動

すべて

クラウド

自動

なし

Snapshot のみ

自動

ローカル
ローカル > ローカル
クラウド > クラウド

Snapshot のみ

Snapshot のみ

ローカル > ローカル
クラウド > クラウド

Snapshot のみ

すべて

クラウド

Snapshot のみ

なし

ローカル

すべて

自動

ローカル

すべて

Snapshot のみ

ローカル

すべて*

すべて*

クラウド*

すべて

なし

ローカル

なし

自動

ローカル

Snapshot のみ

ローカル

なし
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ソース ボリュームの階層化ポリ
シー

デスティネーション ボリューム
の階層化ポリシー

書き込み場所

なし

すべて

クラウド

なし

なし

ローカル

* 「すべて」のVolume階層化ポリシーを使用している場合、SnapMirror関係のカスケードはサポートされ
ません。「すべて」のボリューム階層化ポリシーは、最終的なデスティネーションボリュームでのみ使用
する必要があります。

ボリューム移動
ボリューム移動（vol move）とは、ONTAPがボリュームをあるアグリゲート（ソース）から別のア
グリゲート（デスティネーション）に無停止で移動する方法です。ボリュームの移動はさまざまな理由
に基づいて実行できますが、最も一般的な理由はハードウェア ライフサイクル管理、クラスタ拡張、
および負荷分散です。
ボリューム移動がFabricPoolでどのように機能するかを理解することが重要です。これは、アグリゲ
ート（接続されたクラウド階層）レベルとボリューム（ボリューム階層化ポリシー）レベルの両方で
行われる変更が機能に大きな影響を与える可能性があるためです。

デスティネーションローカル階層
ボリューム移動のデスティネーション アグリゲートに接続されたクラウド層がない場合、クラウド階層
に保存されているソース ボリューム上のデータはデスティネーション アグリゲートのパフォーマンス
階層に移行します。
ONTAP 9.6以降、ボリューム移動のデスティネーション アグリゲートがソース アグリゲートと同じバ
ケットを使用する場合、バケットに保存されているソース ボリューム上のデータはパフォーマンス階層
に戻りません。ボリューム移動が最適化され、ネットワーク効率が大幅に向上します。
注：

一部の構成は最適化されたボリューム移動と互換性がありません：

•

ボリューム移動時に階層化ポリシーを変更しています

•

ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートで異なる暗号化キーが使用されています

•

FlexCloneボリューム

•

FlexClone の親ボリューム

•

MetroCluster（ONTAP 9.8+ で最適化されたボリューム移動をサポート）

•

同期されていない FabricPool ミラーバケット

•

Amazon S3 への階層化では、ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートで、9.5 より
前に作成された異なる Amazon 命名形式の FabricPool アグリゲートが古い形式を使用します
9.5 以降で作成された FabricPool アグリゲートでは、現在の形式が使用されます

ボリューム移動のデスティネーション アグリゲートにクラウド階層が接続されている場合、クラウド階
層に格納されているソース ボリューム上のデータは、まずデスティネーション アグリゲート上のパフォ
ーマンス階層に移行されます。このアプローチがボリューム階層化ポリシーに適している場合は、デス
ティネーション アグリゲートのクラウド階層に移行されます。まず、パフォーマンス階層にデータを移
行すると、ボリューム移動のパフォーマンスが向上し、カットオーバー時間が短縮されます。
ボリューム移動の実行時にボリューム階層化ポリシーが指定されていない場合、デスティネーション ボ
リュームはソース ボリュームの階層化ポリシーを使用します。ボリューム移動の実行時に別の階層化ポ
リシーが指定されている場合は、指定された階層化ポリシーでデスティネーション ボリュームが作成さ
れます。
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注：SVM-DR関係では、ソース ボリュームとデスティネーション ボリュームが同じ階層化ポリシー
を使用する必要があります。

最小クーリング期間
ボリュームを別のアグリゲートに移動すると、パフォーマンス階層のブロックのアクティブではない期
間がリセットされます。たとえば、20日間アクティブではなかったパフォーマンス階層のデータで「自
動」ボリューム階層化ポリシーを使用しているボリュームでは、ボリューム移動後、データの非アクテ
ィブな期間が0日にリセットされます。

自動
-tiering-policy auto をボリュームの移動中に指定すると、データ移動は変動しますが、すべてのデ
ータは最初にデスティネーション アグリゲートのパフォーマンス層に移動します。
ソース ボリュームが「自動」、「なし」、または「Snapshotのみ」のポリシーを使用する場合、ブ
ロックは移動前に存在していたのと同じ階層に移動されます。ソース ボリュームで「すべて」とい
うポリシーを使用している場合、すべてのデータはパフォーマンス階層に移動します。
vol move start -vserver <name> -volume <name> -destination-aggregate <name> -tiering-policy auto

Snapshot のみ
ボリュームの移動中に、-tiering-policy snapshot-only が指定された場合、データの移動は
変動的ですが、データは最初にデスティネーション アグリゲートのパフォーマンス階層に移動しま
す。
ソース ボリュームとデスティネーション ボリュームの両方が「Snapshotのみ」のポリシーを使用して
おり、Snapshotブロックがソース アグリゲートのクラウド階層から読み取られている場合、FabricPool
はSnapshotブロックがコールドであると認識し、コールド ブロックをデスティネーション アグリゲー
トのクラウド階層に移動します。
vol move start -vserver <name> -volume <name> -destination-aggregate <name> -tiering-policy
snapshot-only

すべて
ボリュームの移動中にが指定されている場合、データはすぐにコールドとして識別され、デスティネ
ーション アグリゲートのクラウド階層に移行されます。ボリューム内の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。メタデータは常にパフォーマンス階層に格納されます。
vol move start -vserver <name> -volume <name> -destination-aggregate <name> -tiering-policy all

なし
ボリュームの移動中にを指定すると、データはデスティネーション アグリゲートのパフォーマンス階層
に移行されます。
vol move start -vserver <name> -volume <name> -destination-aggregate <name> -tiering-policy none
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ONTAP System Manager
ONTAP System Managerを使用してボリュームの移動を実行するには、次の手順を実行します。
1.

[Storage]をクリックします。

2.

[Volumes]をクリックします。

3.

移動するボリュームを選択します。

4.

[More]をクリックします。

5.

[移動]をクリックします。

6.

[Destination volume tier]でデスティネーション ボリューム階層を選択します。

7.

階層化ポリシーを選択します。

8.

[移動]をクリックします。

図 6）ボリューム移動中のボリューム階層化ポリシーの変更

ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用してボリュームを移動するには、次のコマンドを実行します。
vol move start -vserver <name> -volume <name> -destination-aggregate <name> -tiering-policy
<policy>
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FlexCloneボリューム
FlexCloneボリュームは、親FlexVolのコピーです。新しく作成された FlexClone ボリュームは、親
FlexVol ボリュームのボリューム階層化ポリシーと階層化の最小クーリング日数の設定を継承します。
FlexVolを作成したら、ボリューム階層化ポリシーを変更できます。
クローンボリュームの階層化ポリシーと tiering-minimum-cooling-days は、クローンに固有のブロックの
階層化の動作のみを制御します。ネットアップでは、親 FlexVol でいずれかのクローンと同等以下の階層
化設定を使用することを推奨します。これにより、ローカル階層の親ボリュームが所有するデータが増
え、クローンボリュームのパフォーマンスが向上することがベストプラクティスとして推奨されます。
「すべて」の階層化ポリシーを使用してデータ保護デスティネーション ボリュームをコピーする
FlexCloneボリュームは、親のボリューム階層化ポリシーを継承しません。代わりに、「Snapshotの
み」ポリシーを使用して作成されます。
FlexCloneボリュームがその親ボリュームから分割された（volume clone split）場合、コピー操作
は、FlexCloneボリュームのブロックをパフォーマンス階層に書き込みます。

FlexGroupボリューム
FlexGroupボリュームは、複数のコンスティチュエント メンバー ボリュームで構成される単一のネーム
スペースですが、単一のボリュームとして管理されます。FlexGroupボリュームの個々のファイルは、
個々のメンバー ボリュームに割り当てられ、複数のボリュームやノードにまたがってストライピングさ
れることはありません。
FlexGroupボリュームは、FlexVolの100TBおよび20億のファイル制限による制約を受けません。代わ
りに、FlexGroupボリュームは、基盤となるハードウェアの物理的な最大値によってのみ制限され、
20PBおよび4,000億ファイルに対してテスト済みです。アーキテクチャの最大値は高くなる可能性が
あります。
ボリューム階層化ポリシーは、FlexGroupボリューム レベルで設定されます。FlexGroupボリュ
ームを構成するさまざまなコンスティチュエント ボリュームやメンバー ボリュームには設定で
きません。
FabricPoolアグリゲートでFlexGroupボリュームをプロビジョニングする場合、自動プロセスはFlexGroup
ボリュームがすべてのクラスタ ノードでFabricPoolアグリゲートを使用することを必要とします。これは
推奨されるベスト プラクティスですが、FlexGroupボリュームを手動でプロビジョニングする場合の要件
ではありません。

オブジェクト ストレージ
オブジェクト ストレージは、ファイル ストレージやブロック ストレージなどの他のストレージ アー
キテクチャとは対照的に、データをオブジェクトとして管理するストレージ アーキテクチャです。オ
ブジェクトは1つのコンテナ（バケットなど）内に保持され、他のディレクトリ内のディレクトリにあ
るファイルとしてネストされることはありません。
一般的に、オブジェクト ストレージのパフォーマンスはファイルやブロック ストレージよりも低くなっ
ていますが、拡張性は大幅に向上しています。ONTAP の最大ボリュームサイズは 100TB、ローカル階
層の最大サイズは 800TB です。オブジェクト ストレージにはこのような制限はありません。また、バ
ケットにペタバイト級のデータが格納されていることも珍しくありません。

FabricPool クラウド階層
FabricPoolは現在、複数のプロバイダ（Alibaba、Amazon、Google、IBM、Microsoft、ネットアッ
プなど）のオブジェクト ストレージをクラウド階層としてサポートしています。
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1 つのクラスタで複数のタイプのクラウド階層を使用できます。通常、1 つのクラウド階層が各ローカル階
層に接続されますが、ONTAP 9.7 以降では、FabricPool ミラーを使用して 2 つのクラウド階層を 1 つのロ
ーカル階層に接続できます。

ONTAP S3
ONTAP 9.8 以降では、ONTAP で ONTAP S3 を使用して作成したバケットへの階層化がサポートされ
るため、ONTAP から ONTAP への階層化も可能です。FabricPool は、ローカルクラスタにあるバケッ
ト（クラスタ LIF を使用するローカルバケット）、またはリモートクラスタ（従来の FabricPool クラウ
ド階層）にあるバケットに階層化できます。
使用頻度の低いデータを 300TB 以上階層化する場合は、ネットアップのオブジェクトストア解決策であ
る StorageGRID を使用することを推奨します。

オブジェクトの削除とデフラグ
FabricPoolは、接続されたオブジェクト ストレージからブロックを削除しません。代わりに、オブジェク
ト内のブロックの特定の割合がONTAPによって参照されなくなった後、FabricPoolはオブジェクト全体を
削除します。
たとえば、Amazon S3に階層化された4MBのオブジェクトには、1,024個の4KBブロックがあります。
デフラグと削除は、205個未満の4KBブロック（1,024個の20％）がONTAPによって参照されるまで
発生しません。十分な数のブロック（1,024個）に参照がない場合、元の4MBオブジェクトが削除さ
れ、新しいオブジェクトが作成されます。
この割合（未利用スペースのしきい値）はカスタマイズできますが、オブジェクト ストレージごとに異
なるデフォルト レベルに設定されます。デフォルトの構成は次のとおりです。
オブジェクト ストア

ONTAP 9.3
以前
n/a

ONTAP 9.4 ~
9.7

Cloud Volumes ONTAP

15%

ONTAP 9.8
RC1以降
20%

Amazon S3

0%

20%

20%

30%

Google Cloud Storage

n/a

12%

20%

35%

IBM Cloud Object Storage

n/a

14%

20%

n/a

Microsoft Azure Blob Storage

n/a

15%

25%

35%

StorageGRID

0%

40%

40%

n/a

Alibaba Cloud Object
Storage Service

n/a

再利用されないスペースのしきい値
オブジェクトのデフラグによって、追加のオブジェクト ストレージ リソース（読み取りと書き込み）
を犠牲にしてクラウド階層で使用される物理容量が削減されます。
しきい値を下げる
追加のコストを回避するには、ストレージ コストを削減しながら読み取りコストを増加させるオブジ
ェクト ストレージの価格設定スキームを使用する際に、再利用されないスペースのしきい値を削減す
ることを検討します。例としては、AmazonのStandard-IAやAzure Blob Storageなどが挙げられま
す。
たとえば、法的な理由で保存された10年前のプロジェクトのボリュームを階層化することは、標準価格
設定スキームを使用する場合よりも、標準IAなどの価格設定スキームを使用する場合の方が安価になり
ます。このようなボリュームの読み取りは、オブジェクトのデフラグに必要な読み取りを含め、より高
価ですが、ここでは頻繁に発生することはほとんどありません。
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しきい値を増加させる
また、オブジェクトの断片化により、ONTAPが参照するデータに必要なオブジェクト ストレージの容
量が大幅に増加した場合は、再利用されないスペースのしきい値を増やすことを検討してください。た
とえば、再利用されていないスペースのしきい値を20%に設定すると、すべてのオブジェクトが最大許
容範囲まで均等に断片化されるという最悪のシナリオでは、クラウド階層の合計容量の80％がONTAPに
よって参照されない可能性があります。
•

ONTAPで参照される2TBとONTAPで参照されない8TBを合わせて、クラウド階層で使用される総
容量は10TBになります。

このような状況では、未使用スペースのしきい値を増やすか、またはボリュームの最小クーリング日
数を増やすと、参照されていないブロックで使用される容量を減らすことができます。
デフォルトの再利用されていないスペースのしきい値を変更するには、次のコマンドを実行します。
storage aggregate object-store modify –aggregate <name> -object-store-name <name> –unreclaimedspace-threshold <%> (0%-99%)

（Advanced権限レベルが必要です。）

ONTAP Storage Efficiencies
データをクラウド階層に移動する際に、圧縮、重複排除、コンパクションなどのストレージの効率性
が維持されるため、オブジェクトのストレージ コストと転送コストが削減されます。
アグリゲート インライン重複排除はパフォーマンス階層でサポートされていますが、関連するストレ
ージ効率はクラウド階層に格納されているオブジェクトに引き継がれません。
「すべて」のボリューム階層化ポリシーを使用する場合は、追加のストレージ効率化を適用する前に
データが階層化される可能性が高いため、バックグラウンド重複排除プロセスに関連するストレージ
効率が低下する可能性があります。
注：サードパーティの重複排除機能は、ネットアップでは認定されていません。

構成
FabricPool の基本要件を満たしたあと、ONTAP のローカル階層にクラウド階層を接続するには、次
の 4 つの手順が必要です。
1.

オブジェクト ストレージにバケット/コンテナを作成します。

2.

バケットを使用してONTAPにクラウド階層を追加します。

3.

クラウド階層をローカル階層に接続します。

4.

ボリューム階層化ポリシーを設定します。

バケット/コンテナLIFの作成
バケットは、データを保持するオブジェクト ストレージ コンテナです。データをクラウド階層としてア
グリゲートに追加する前に、データが格納されているバケットの名前と場所を指定する必要があります。
バケットは、ONTAP System Manager、IQ Unified Manager、またはONTAPを使用して作成することはで
きません。
FabricPoolては、FabricPool ミラーを使用してローカル階層ごとに 2 つのバケット（クラウド階層）
を接続することがサポートされていますが、より一般的なクラウド階層は 1 つ接続します。
単一のクラウド階層を単一のローカル階層に接続し、単一のクラウド階層を複数のローカル階層に接続
できます。一般的なベストプラクティスとして、単一のクラウド階層をクラスタの複数のローカル階層
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に接続することを推奨します。複数のクラスタのローカル階層に単一のクラウド階層を接続することは
推奨されません。
注

：ストレージアーキテクチャを計画する際に、クラウド階層とローカル階層の関係がパフォー
マンスにどのように影響するかを考慮してください。多くのオブジェクト ストレージ プロバイ
ダは、サポートされるIOPSの最大数をバケット/コンテナ レベルで設定しています。パブリッ
クオブジェクトストアのパフォーマンスを最大限にする必要がある環境では、複数のバケット
を使用して、オブジェクトストレージの IOPS 制限が同じクラウド階層への複数のローカル階
層間のパフォーマンスに影響する可能性を軽減する必要があります。
すべての FabricPool ローカル階層にクラウド階層を接続することが一般的なベストプラクテ
ィスであり、パブリックオブジェクトストアのクラウド階層のパフォーマンスよりも管理性
の高い環境に大きなメリットをもたらします。

図 7）ONTAP 9.7 におけるクラウド階層とローカル階層の関係

StorageGRID
StorageGRIDでバケットを作成するには、StorageGRID Tenant Managerを使用して次の手順を
実行します。
1.

Webブラウザで管理ノードを開きます（例：https://admin.company.com/?accountId=###）。

2.

テナント アカウントID、ユーザ名、パスワードを使用してログインします

3.

[S3]を選択します。

4.

[Buckets]を選択します。

5.

[Create Bucket]をクリックします。

6.

DNS準拠の名前を指定します。

7.

[Save]をクリックします。

注：StorageGRID 11.1よりも前のバージョンでは、S3 Browserなどのサードパーティ製S3クライア
ントを使用してバケットを作成する必要がありました。
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注：ONTAPとStorageGRIDのシステム クロックは数分以上非同期状態にしないでください。クロッ
ク スキューが大きいと、StorageGRIDバケットがアグリゲートに接続されなくなります。

ONTAP S3
ONTAP S3 でバケットを作成 する手順については、『 Provisioning Object Storage with System
Manager 』を参照してください。

その他のオブジェクト ストレージ プロバイダ
他のオブジェクト ストレージ プロバイダでバケットを作成する手順については、それぞれのサイトを参照
してください。
•

Alibaba Cloud Object Storage Service

•

Amazon S3

•

Google Cloud Storage

•

IBM Cloud Object Storage

•

Microsoft Azure Blob Storage

その他のオブジェクト ストレージ プロバイダの設定
StorageGRID の外部では、FabricPool はオブジェクトストアバケットに適用される ILM ポリシーをサポー
トしていません。
ILMには通常、地理、ストレージ クラス、保持条件、およびFabricPoolクラウド階層データに影響を与え
る、その他のカテゴリに基づくさまざまな移動ポリシーおよび削除ポリシーが含まれます。FabricPoolは、
外部オブジェクト ストレージに設定されたILMポリシーや設定を認識しないため、ILMポリシーの設定ミス
が原因でデータが失われる可能性があります。
注：ONTAPとプライベート クラウドのシステム クロックは数分以上非同期状態にしないでください。
クロック スキューが大きいと、StorageGRIDバケットがアグリゲートに接続されなくなります。

ONTAPへのクラウド階層の追加
クラウド階層をローカル階層に接続する前に、クラウド階層を追加し、ONTAP で識別する必要があり
ます。このタスク は、Cloud Manager の Cloud Tiering Service を使用して実行できます。

ONTAP System Manager
ONTAP ライセンスは、FabricPool 環境、および Cloud Manager でサポートされないサードパーティの
オブジェクトストレージプロバイダでは引き続きサポートされます。環境には次のものがあります
•

Alibaba Cloud Object Storage Service

•

Amazon Commercial Cloud Services（C2S）

•

IBM Cloud Object Storage

•

FabricPool ミラー

•

MetroCluster

•

ダークサイトまたはエアギャップ環境

System Manager または CLI を使用してクラウド階層を追加する場合は、次の情報が必要です。
•

サーバ名（FQDN）（例：s3.amazonaws.com）
注：
Azure にはアカウントプレフィックスが必要な場合があります
（accountprefix.blob.core.windows.net例：）。

•

アクセス キー ID
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•

シークレット キー

•

コンテナ名（バケット名）

ONTAP System Managerを使用してクラウド階層を追加するには、次の手順を実行します。
1.

ONTAP System Managerを起動します。

2.

[Storage]をクリックします。

3.

階層をクリックします。

4.

クラウド階層の追加をクリックします。

5.

オブジェクト ストレージ プロバイダを選択します。

6.

必要に応じて、オブジェクト ストレージ プロバイダのテキスト フィールドを入力します。
注

：オブジェクト ストレージのバケット/コンテナ名を[コンテナ名]フィールドに入力します。

7. （オプション。必要に応じて、あとからローカル階層にクラウド階層を接続することもできます）。
プライマリクラウドまたは FabricPool ミラーとして、ローカル階層にクラウド階層を追加します。
注

8.

：ローカル階層へのクラウド階層の接続は永続的なアクションです。クラウド階層を接続
したあとにローカル階層からそのクラウド階層の接続を解除することはできません。
（FabricPool ミラーを使用 すると、別のクラウド階層を接続できます）。

[Save]をクリックします。

ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用してクラウド階層を追加するには、次のコマンドを入力します。
object-store config create
-object-store-name <name>
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-provider-type <AliCloud/AWS/Azure_Cloud/CAP/GoogleCloud/IBM_COS/ONTAP_S3/S3_Compatible/SGWS>
-port <443/8082> (public clouds/SGWS)
-server <name>
-container-name <bucket-name>
-access-key <string>
-secret-password <string>
-ssl-enabled true
-ipspace default
-is-certificate-validation-enabled true
-use-http-proxy false
-url-style <path-style/virtual-hosted-style>

ONTAP S3 ローカルバケット
ONTAP 9.8 以降では、ONTAP で ONTAP S3 を使用して作成したバケットへの階層化がサポートさ
れるため、ONTAP から ONTAP への階層化が可能になります。ローカルクラスタに配置されたバケ
ットは ONTAP で自動的に認識され、ローカル階層にクラウド階層を接続する際のオプションとして
使用できます。

S3 対応のプロバイダ
クラウド階層として正式にサポートさ - provider-type S3Compatibleれていないオブジェクトス
トアを使用する場合は、_ を使用します。お客様は、オブジェクトストアが要件を満たしていることを
テストし、確認する必要があります。
ネットアップは、サードパーティの Object Store Service が原因で発生した問題、特に製品が製造さ
れたサードパーティとのサポート契約に同意していない問題については、サポートも責任も負いま
せん。また、ネットアップは、付随する損害について責任を負わないこと、またはサードパーティ
製品に対するサポートを提供するためにその他の義務を負うことに同意します。

認証局の証明書の検証
StorageGRIDや一部のIBM Cloud Object Storage環境などのプライベート クラウド オブジェクト スト
レージに関連付けられたCA証明書は、クラウド階層としてアグリゲートに接続する前にONTAPにイ
ンストールする必要があります。CA証明書を使用すると、ONTAPとオブジェクト ストレージの間に
信頼関係が作成され、管理インターフェイス、ゲートウェイ ノード、ストレージへのアクセスを保護
できます。
CA証明書のインストールに失敗した場合、証明書の検証がオフになっていないとエラーが発生しま
す。証明書の検証をオフにすることはお勧めしませんが、ONTAP 9.4以降では可能です。

ONTAP System Manager
ONTAP System Managerを使用して、StorageGRIDクラウド階層を追加する場合、CA証明書の検証を
オフにすることができます。これには、次の手順を実行します。
1.

ONTAP System Managerを起動します。

2.

[Storage]をクリックします。

3.

階層をクリックします。

4.

クラウド階層の追加をクリックします。

5.

オブジェクト ストレージ プロバイダを選択します。

6.

必要に応じて、オブジェクト ストレージ プロバイダのテキスト フィールドを入力します。

7.

[Object Store Certificate]ボタンをクリックしてオフにします。
注：

8.
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ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用して、プライベート クラウド階層を追加する場合、CA証明書の検証をオフにする
ことができます。そのためには、次のコマンドを実行します。
object-store config create
-object-store-name <name>
-provider-type <IBM_COS/ONTAP_S3/S3_Compatible/SGWS>
-port <443/8082> (other providers/SGWS)
-server <name>
-container-name <bucket-name>
-access-key <string>
-secret-password <string>
-ssl-enabled true
-ipspace default
-is-certificate-validation-enabled false
-use-http-proxy false
-url-stle <path-style/virtual-hosted-stle>

クラウド階層をローカル階層に接続
ONTAP でオブジェクトストアが追加され、クラウド階層として識別されたら、ローカル階層に接続し
て FabricPool を作成できます。このタスクは、ONTAP System ManagerまたはONTAP CLIのいずれか
を使用して実行できます。
注

：ローカル階層へのクラウド階層の接続は永続的なアクションです。クラウド階層を接続した
あとにローカル階層からそのクラウド階層の接続を解除することはできません。（FabricPool
ミラーを使用 すると、別のクラウド階層を接続できます）。

シンプロビジョニング
FabricPoolは、「なし」以外（たとえば、「ボリューム」）のスペース ギャランティを使用するボリ
ュームを含むアグリゲートにクラウド階層を接続できません。追加情報については、FabricPoolの要件
を参照してください。
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FlexGroupボリューム
FlexGroup ボリュームで使用されるすべてのローカル階層が FabricPool ローカル階層である必要がありま
す。
FabricPoolアグリゲートでFlexGroupボリュームをプロビジョニングする場合、自動プロセスはFlexGroup
ボリュームがすべてのクラスタ ノードでFabricPoolアグリゲートを使用することを必要とします。これは
推奨されるベストプラクティスですが、FlexGroupボリュームを手動でプロビジョニングする場合は必須
ではありません。
注

：ストレージアーキテクチャを計画する際に、クラウド階層とローカル階層の関係がパフォー
マンスにどのように影響するかを考慮してください。多くのオブジェクト ストレージ プロバイ
ダは、サポートされるIOPSの最大数をバケット/コンテナ レベルで設定しています。パブリッ
クオブジェクトストアのパフォーマンスを最大限にする必要がある環境では、複数のバケット
を使用して、オブジェクトストレージの IOPS 制限が同じクラウド階層への複数のローカル階
層間のパフォーマンスに影響する可能性を軽減する必要があります。
すべての FabricPool ローカル階層にクラウド階層を接続することが一般的なベストプラクティス
であり、パブリックオブジェクトストアのクラウド階層のパフォーマンスよりも管理性の高い環
境に大きなメリットをもたらします。

ONTAP System Manager
ONTAP System Managerを使用してクラウド階層をアグリゲートに接続するには、次の手順を実行しま
す。
1.

ONTAP System Managerを起動します。

2.

[Storage]をクリックします。

3.

ローカル階層の名前をクリックします。

4.

More >>

5.

クラウド階層の接続をクリックします。

6.

接続するプライマリクラウド階層を選択します。

7.

ボリュームを選択して階層化ポリシーを設定します。

8.

[Save]をクリックします。
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注

：ローカル階層へのクラウド階層の接続は永続的なアクションです。クラウド階層を接続
したあとにローカル階層からそのクラウド階層の接続を解除することはできません。
（FabricPool ミラーを使用 すると、別のクラウド階層を接続できます）。

ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用してアグリゲートにクラウド階層を接続するには、次のコマンドを実行します。
storage aggregate object-store attach
-aggregate <name>
-object-store-name <name>

例：
storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -object-store-name -aws_fabricpool_bucket

注

：ローカル階層へのクラウド階層の接続は永続的なアクションです。クラウド階層を接続
したあとにローカル階層からそのクラウド階層の接続を解除することはできません。
（FabricPool ミラーを使用 すると、別のクラウド階層を接続できます）。

FlexGroupボリューム
FlexGroup ボリュームで使用されるローカル階層を一覧表示し、ONTAP CLI を使用してそれらのロ
ーカル階層にクラウド階層を接続するには、次のコマンドを実行します。
volume show -volume <name> -fields aggr-list

次の操作
storage aggregate object-store attach
-aggregate <name>
-object-store-name <name>
-allow-flexgroup true

ONTAP S3 ローカルバケット
ONTAP System Manager を使用してローカルバケットをローカル階層に接続するには、次の手順を実行し
ます。
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1.

ONTAP System Managerを起動します。

2.

[Storage]をクリックします。

3.

ローカル階層の名前をクリックします。

4.

More >>

5.

ローカル バケットに階層化

6.

[ 既存 ] または [ 新規 ] を選択します
New を選択すると、新しい SVM とバケットが作成されます。System Manager では、バケット
に低コストのメディア（FAS HDD）が選択されます（使用可能な場合）。

7.

バケットの容量を選択します。

8.

[Save]をクリックします。
新しいバケットを作成すると、そのシークレットキーが表示されます。今後このキーが表示されないよ
うに、このキーを保存 / ダウンロードしておいてください。

注 ：FabricPool がクラスタ間 LIF を使用してクラウド階層と通信するクラウド階層に接続されたローカ
ル階層とは異なり、ローカル階層がローカルバケットに接続されている場合、FabricPool はク
ラスタ内トラフィックにクラスタ LIF を使用します。
接続リソースが飽和状態になると、パフォーマンスが低下する可能性があります。この状況を
回避するために、ローカルバケットに階層化する場合は 2 ノード以上のクラスタを使用するこ
とを推奨します。シングルノードクラスタでは、ローカルバケットへの階層化は推奨されませ
ん。

ボリューム階層化ポリシー
デフォルトでは、ボリュームは、「なし」というボリューム階層化ポリシーを使用します。ボリュー
ムの作成後、ONTAP System ManagerまたはONTAP CLIを使用してボリューム階層化ポリシーを変更
できます。
FabricPoolには、次のセクションで説明するように、4つのボリューム階層化ポリシーが用意されていま
す。
注 ：FlexGroupボリュームで使用する場合、ボリューム階層化ポリシーはFlexGroupボリューム レベル
で設定されます。ボリューム階層化ポリシーは、FlexGroupボリュームを構成する、さまざまな
コンスティチュエント ボリュームやメンバー ボリュームには設定できません。
•

自動
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−

ボリューム内のすべてのコールド ブロックがクラウド階層に移動されます。アグリゲートの使
用率が50%を超えると、非アクティブなブロックがコールドになるまでに約31日かかります。
自動クーリング期間は、tiering-minimum-cooling-daysを使用して、2日から63日の間で
調整可能です。（ONTAP 9.8 よりも前の最大 63 日）

−

階層化ポリシーが「自動」に設定されたボリューム内のコールド ブロックが読み取られると、
ランダム リードの場合、読み取られたデータは「ホット」になり、ローカル階層に書き込まれ
ます。
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−

•

階層化ポリシーが「自動」に設定されているボリューム内のコールド ブロックが順番に読
み取られると、コールド ブロックのままクラウド階層に残ります。ローカル階層には書き
込まれません。

Snapshotのみ

•

−

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
ブロックは、クラウド階層に移動されます。アグリゲートの使用率が50%を超えると、非アクテ
ィブなスナップショット ブロックがコールドになるまでに約2日かかります。「Snapshotのみ」
のクーリング期間は、tiering-minimum-cooling-daysを使用して、2〜63日間で調整可能
です。（ONTAP 9.8 よりも前の最大 63 日）

−

階層化ポリシーが「Snapshotのみ」に設定されているボリューム内のコールド ブロックが読み
取られると、ブロックがホットになり、パフォーマンス階層に書き込まれます。

すべて
−

ボリュームに配置されたすべてのデータブロック（メタデータを除く）はすぐにコールドとして
マークされ、できるだけ早くクラウド階層に移動されます。「すべて」の階層化ポリシーを使用
して、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。

−

階層化ポリシーが「すべて」に設定されたボリューム内のコールド ブロックが読み取られる
と、読み取られたデータは「コールド」のままクラウド階層に残り、ローカル階層には書き込
まれません。

−

ONTAP 9.6より前は、「バックアップ」ボリューム階層化ポリシーはデータ保護ボリューム
（デスティネーション ターゲット）にのみ設定できることを除き、「すべて」のポリシーと
同じように機能していました。

注：オブジェクト ストレージは、ファイルやブロック ストレージのようにトランザクション可能
ではありません。「すべて」の階層化ポリシーを使用して、ボリュームにオブジェクトと
して保存されているファイルに変更を加えると、新しいオブジェクトの作成、既存のオブ
ジェクトの断片化、およびストレージの非効率性の追加につながる可能性があります。
「すべて」の階層化ポリシーはできるだけ早くデータを階層化するため、重複排除などのバックグラウン
ド プロセスに依存するストレージ効率化機能を適用するための十分な時間がありません。圧縮やコンパク
ションどのインライン ストレージ効率化機能が引き続き適用されます。
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 はローカル階層ではな
くクラウド階層からデータを読み取ります。そのため、別の階層化ポリシーを使用している場合で
も、SnapMirror 処理が遅くなり、他の SnapMirror 処理のキューが遅くなる可能性があります。
•

なし（デフォルト）
−

階層化ポリシーで「なし」を使用するように設定されたボリュームは、コールド データをクラウ
ド階層に階層化しません。

−

階層化ポリシーを「なし」に設定すると、新しい階層化が防止されます。以前にクラウド階層
に移動したボリューム データは、ホットになるまでクラウド階層に残り、パフォーマンス階
層に自動的に戻ります。

−

階層化ポリシーが「なし」に設定されているボリューム内のコールド ブロックが読み取られ
るとホットになり、パフォーマンス階層に書き込まれます。

ONTAP System Manager
ONTAP System Managerを使用してボリューム階層化ポリシーを変更するには、次の手順を実行します。
1.
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ONTAP System Managerを起動します。
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2.

[Storage]をクリックします。

3.

[Volumes]をクリックします。

4.

ボリュームを選択します

5.

[編集]をクリックします。

6.

ボリュームに適用する階層化ポリシーを選択します。

7.

[Save]をクリックします。
注

：ONTAP 9.8 以降では、階層化ポリシーを「すべて」、「自動」、または「 Snapshot の
み」に変更すると、バックグラウンドの階層化スキャンがただちに実行されます。

ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用してボリューム階層化ポリシーを変更する場合は、次のコマンドを実行します。
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-policy <auto|snapshotonly|all|none>

注

：デフォルトのボリューム階層化ポリシーは「なし」です。

クラウドの読み出し
「自動」ボリューム階層化ポリシーを使用している場合、コールドブロックがシーケンシャルに読み取ら
れるとコールドブロックのままクラウド階層に残ります。ほとんどのクライアントアプリケーションで
は、これは望ましい動作であり、ウィルス対策アプリケーションや分析アプリケーションに共通するファ
イルのディープスキャンによるコールドデータのローカル階層への書き戻しを防止します。
ONTAP 9.8 以降では、ボリュームでクラウド読み出しポリシーを設定して、このデフォルト動作を無効
にすることができます。FabricPoolには、次のセクションで説明するように、4つのボリューム階層化ポ
リシーが用意されています。
•

デフォルト（デフォルト）：
−

•

ボリューム内のコールドブロックが読み取られると、ボリューム階層化ポリシーのデフォルトの
動作が使用されます。

更新しない
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−

階層化ポリシーが「すべて」に設定されたボリューム内のコールド ブロックが読み取られる
と、読み取られたデータは「コールド」のままクラウド階層に残り、ローカル階層には書き込ま
れません。

−

クラウドの読み出しポリシーを never に設定すると、そのデータの「すべて」の階層化ポリシ
ーと同様にローカル階層に戻ることはできません。ただし、「すべて」の階層化ポリシーとは
異なり、できるだけ早く階層化されるのではなく、ボリュームの階層化最小クーリング日数設
定が引き続き使用されます。

−

たとえば、自動階層化ポリシーのデフォルト設定を使用しているボリュームでは、非アクティ
ブ期間が 31 日を経過するまでデータはコールドとしてマークされません。31 日が経過する
と、アクセス頻度の低いデータはオブジェクトストレージに階層化され、ボリュームのクラウ
ド読み出しポリシーが Never に設定されているため、読み取り時には戻されません。
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•

読み取り時：

•

−

クラウド読み出しポリシーが「オンリード」に設定されているボリューム内のコールドブロッ
クがランダムまたはシーケンシャルに読み取りされると、それらのブロックはホットになり、
ローカル階層に書き込まれます。

−

シーケンシャルリードを使用するアプリケーションでは、ボリュームクラウドの読み出しポリ
シーを「オン / 読み取り」に設定することでローカル階層へのライトバックがトリガーされま
す。これは、アクティブなワークロードによって読み取られる以前のコールドデータからロー
カル階層のパフォーマンスを必要とするアプリケーションに効果的です。

プロモート：
−

クラウドの読み出しポリシーを昇格に設定すると、次回の日次階層化スキャン実行時にすべて
のデータがローカル階層に戻されます。ただし、階層化ポリシーで許可されている場合に限り
ます。例：

−

すべてのデータをローカル階層に戻します。
階層化ポリシー

クラウド取得ポリシー

実行前

自動

デフォルト

実行後

なし

ステートアップ

（コールドブロックは階層化されて
いません）

（以前に階層化されたブロックがローカル階層に
戻る）

−

アクティブなファイルシステムをローカル階層に戻します。ただし、Snapshot コピーはクラウド
階層に保持します。
階層化ポリシー

クラウド取得ポリシー

実行前

自動

デフォルト

実行後

Snapshot のみ（コ
ールド Snapshot ブ
ロックのみ階層化）

ステートアップ
（以前は階層化された非
Snapshot ブロック。ローカル階
層に戻ります）

ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用してボリューム階層化ポリシーを変更する場合は、次のコマンドを実行します。
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -cloud-retrieval-policy
<default|never|on-read|promote>

（Advanced権限レベルが必要です。）
注：

デフォルトのクラウド読み出しポリシーは default です。

ボリューム階層化の最小クーリング日数の設定
FabricPool は、設定された期間が経過したあとにデータを永続的にアーカイブする ILM ポリシーではあ
りません。FabricPool は、クラウド階層ベースのクライアントアプリケーションアクティビティとの間
でデータに即座にアクセスし、動的に移動することができる、ハイパフォーマンスな階層化解決策で
す。
tiering-minimum-cooling-days（階層化の最小クーリング日数）設定では、「自動」ポリシーまたは
「Snapshotのみ」ポリシーを使用することによってボリューム内の非アクティブなデータがコールドとみ
なされ、階層化の対象となるまでに経過する日数を指定します。
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注

：tiering-minimum-cooling-days を増やすと、ローカル階層のアクセス頻度の低いデータの量が
増えます。データは、アクセス頻度が低くマークされてクラウド階層への階層化の対象になる
までの間に長くかかります。さらに、データがクラウド階層から読み取られてホットになり、
ローカル階層に書き戻されると、再びアクセス頻度が低くなりクラウドに階層化されるまでの
時間が長くなります。
特定のストレージ階層（アクティビティベースではなく時間ベースの SLA）にデータを保持す
る必要がある SLA に準拠するために、最小クーリングポリシーは 60 日間、90 日間、180 日間
に設定されますが、推奨されるベストプラクティスではありません。

自動
「自動」階層化ポリシーの階層化の最小クーリング日数のデフォルト設定は31日です。
読み取りではブロック温度がホットになるため、この値を大きくすると、階層化の対象となるデータ
量が減り、パフォーマンス階層に保持されるデータ量が増加する可能性があります。
この値をデフォルトの31日間から減らす場合は、コールドとしてマークされる前にデータをアクティブ
にしないようにします。たとえば、複数日にわたるワークロードが7日目にかなりの数の書き込みを実行
することが予想される場合、ボリューム階層化の最小クーリング日数の設定を、8日以上に設定する必要
があります。
オブジェクト ストレージは、ファイルやブロック ストレージのようにトランザクション可能ではありま
せん。ボリューム内のオブジェクトとして保存されているファイルを変更してクーリング日数を最小限
に抑えると、新しいオブジェクトの作成、既存のオブジェクトの断片化、ストレージの非効率の追加に
つながる可能性があります。

Snapshot のみ
「Snapshotのみ」の階層化ポリシーで階層化の最小クーリング日数のデフォルト設定は2日間です。最
小値を2日間に設定すると、バックグラウンド プロセスの時間が長くなり、ストレージ効率が最大限に
向上します。また、日々のデータ保護プロセスでは、クラウド階層からデータを読み取る必要がなくな
ります。

ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用してボリュームの階層化の最小クーリング日数設定を変更する場合は、次のコマンドを
実行します。
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-minimum-cooling-days <2-183>

（Advanced権限レベルが必要です。）
注
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：階層化ポリシーを「自動」と「 Snapshot のみ」（またはその逆）の間で変更すると、
「 tiering-minimum-cooling-days 」パラメータがターゲットポリシーのデフォルト設定にリセ
ットされます。たとえば、「自動」ボリューム階層化ポリシーを使用し、20日間非アクティ
ブだったパフォーマンス階層のデータを含むボリュームでは、階層化ポリシーが「Snapshot
のみ」に設定されている場合、パフォーマンス階層のデータが非アクティブになる日数は、0
日にリセットされます。
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FabricPool ミラー
クラスタでは複数のタイプのクラウド階層を使用できますが、通常は 1 つのクラウド階層が 1 つのロー
カル階層に接続されます。ONTAP 9.7 以降では、FabricPool ミラーを使用して 2 つのクラウド階層を 1
つのローカル階層に接続できるため、データの可用性と移動に関する追加のオプションが作成されます。
FabricPool ミラーを使用すると、データが 2 つのバケットにミラーリングされます。バケットの同期
では、データが既存のプライマリバケットから読み取られ、セカンダリバケットに書き込まれる必要が
あります。この同期は、2 つのバケット間でミラー状態を実現するために必要です。
両方のバケットがミラー状態の場合は、新たに階層化されたデータが両方のバケットに同期的に階層
化されます。データは 2 つのバケットに同期的に階層化されるため、実効スループットは標準のシン
グルバケット階層化の半分になります。たとえば、60 Mbps に 1 つのバケットを配置した場合、
FabricPool ミラー配置でミラーリングされたバケットが 300 Mbps で実行されます。
通常、すべての GET 処理はプライマリバケットから実行されます。プライマリバケットへの接続が中
断された場合のみ、セカンダリバケットから処理が実行されます。
どちらかのバケットへの接続が失われると、接続が確立されるまで階層化が一時的に中断されます。
注

：MetroCluster with NetApp FabricPool ™では FabricPool ミラーが必須ですが、MetroCluster を
使用する必要がないスタンドアロン機能です。

図 8）1 つのローカル階層と 2 つのクラウド階層を含む FabricPool

既存の FabricPool に FabricPool ミラーを追加すると、プライマリバケットから読み取られた元のクラウ
ド階層に以前階層化されたデータが、新たに接続されたセカンダリバケットに書き込まれます。
注：
す。
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ライセンス容量
同期中は、FabricPool 容量ライセンスが両方のクラウド階層に均等に適用されます。
たとえば、100TB のライセンスが設定され、バケット A に 75TB のデータがあるクラスタでは、75TB
のデータをバケット B にミラーリングできますFabricPool ライセンスの容量は 100TB のみであって
も、合計 150TB が階層化されています。
両方の階層をミラーリングすると、ライセンス容量が通常どおりに適用され、両方のクラウド階層に階層
化されたデータの量（使用容量）がライセンス容量を超えるとクラウド階層への階層化が停止します。
たとえば、100TB の FabricPool ライセンスがあるクラスタの場合、バケット A には 75TB の階層化デ
ータがあり、バケット B には 75TB の階層化データがミラーリングされていると、150TB の容量を使用
します。追加データを階層化するには、クラスタで FabricPool ライセンスを 150TB 以上に増やす必要
があります。
図 9）75TB を別のバケットにミラーリングできますが、ライセンスを増やすまで階層化がさらに停止します。使
用容量 150TB が 100TB のライセンス容量を超えています。

新しく階層化されたデータは、ライセンスで許可された容量でサポートされていれば、両方のクラウド階
層に同期的に階層化されます。
たとえば、200TB のライセンスと 75TB の階層化データがバケット A に、75TB の階層化データがバケ
ット B にミラーリングされたクラスタでは、150TB の容量を使用します。FabricPool は、両方のバケッ
トに 100TB の階層化データが含まれるまで、両方のクラウド階層へのデータの階層化を続行します。
図 10）200TB の FabricPool ライセンスでサポートされるバケットのミラーリング：75TB~2 個ライセンス
容量 200TB が、使用容量 150TB を超えています。
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マルチクラウドソリューション
オブジェクトストレージは、一般に 99.999999999% の耐久性と 99.99%（99.9999%）の可用性を実現
するように設計されています。年間 525、600 分で 99.99% の可用性を確保した場合、年間 52.56 分間
の非可用性を実現します。
可用性の向上が必要なお客様は、FabricPool ミラーを使用してデータを複数のクラウドベンダーに階層
化することで、同時に複数のクラウドプロバイダが停止する可能性がきわめて低いため、耐障害性のレ
ベルを高めることができます。単一のクラウドベンダーを使用しているが、複数のプロバイダーを使用
する代わりに、異なる地域またはアベイラビリティゾーン（たとえば、Google の Europe -west3-a と
Europe -west6-a）を使用する。
バケットの同期では、データが既存のプライマリバケットから読み取られ、セカンダリバケットに書き
込まれる必要があります。パブリッククラウドからの読み取りには出力料金がかかります。
注

：必要に応じて、2 つのクラウド階層間に同期ミラーが確立されると、両方のクラウド階層に
階層化されたデータの合計量が FabricPool ライセンスに適用されます。

データモビリティの強化
FabricPool では 常に デー タ移 動が 許可 さ れて いま すが 、ONTAP 9.7 より 前の バー ジョ ン では 、
FabricPool 間で無停止でボリュームを移動する必要がありました。シンプルなプロセスですが、ボリュ
ームを移動するには、移動先のローカル階層に移動するボリュームを格納できるだけの十分な容量があ
ることが必要です。
FabricPool ミラーを使用すると、次の方法でボリュームを移動しなくても、ローカル階層に接続されてい
るクラウド階層を変更できます。
1.

ローカル階層にセカンダリクラウド階層を追加しています。

2.

プライマリクラウド階層とセカンダリクラウド階層の間に同期ミラーが確立されるのを待っています。

3. プライマリクラウド階層とセカンダリクラウド階層の関係が変わるようにクラウド階層を交換し
ています。セカンダリクラウド階層が新しいプライマリクラウド階層になり、元のプライマリク
ラウド階層が新しいセカンダリクラウド階層になります。
4.

FabricPool ミラーを削除しています。

ONTAP System Manager
接続
ONTAP システムマネージャを使用してローカル階層に追加のクラウド階層 FabricPool ミラーを接続する
には、次の手順を実行します。
1.

ONTAP System Managerを起動します。

2.

FabricPool ミラーの接続をクリックします

3.

セカンダリクラウド階層として使用するクラウド階層を選択します。

4.

[Save]をクリックします。

スワップ
ONTAP システムマネージャを使用して、FabricPool ミラーでクラウド階層のプライマリとセカンダリの関
係が変更されるようにクラウド階層をスワップするには、次の手順を実行します。
1.

ONTAP System Managerを起動します。

2.

[Storage]をクリックします。
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3.

階層をクリックします。

4.

FabricPool ミラーを削除するローカル階層の名前をクリックします。

5.

More >>

6.

Swap Cloud Tiers をクリックします。

7.

スワップをクリックします

削除
ONTAP システム・マネージャを使用して FabricPool ミラーを削除するには、次の手順を実行します。
1.

ONTAP System Managerを起動します。

2.

[Storage]をクリックします。

3.

階層をクリックします。

4.

FabricPool ミラーを削除するローカル階層の名前をクリックします。

5.

More >>

6.

FabricPool ミラーの削除をクリックします。

7.

[Delete]をクリックします。

ONTAP CLI
接続
ONTAP CLI を使用して追加のクラウド階層である FabricPool ミラーをローカル階層（ストレー
ジアグリゲート）に接続するには、次のコマンドを実行します。
storage aggregate object-store mirror -aggregate <aggregate name> -name <object-store-name-2>

スワップ
ONTAP の CLI を使用して、FabricPool ミラーでクラウド階層のプライマリとセカンダリの関係が変更さ
れるようにクラウド階層をスワップするには、次のコマンドを実行します。
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name <object-store-name-2> mirror-type primary
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削除
FabricPool ミラーを削除するには、ONTAP CLI を使用して次のコマンドを実行します。
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name> -name <object-store-name-1>

MetroCluster
NetApp MetroClusterソフトウェアは、地理的に分散したデータセンターのミッションクリティカルなア
プリケーションに対し、継続的なデータ可用性を実現します。MetroCluster の継続的可用性およびディ
ザスタリカバリソフトウェアは、ONTAP データ管理ソフトウェア上で動作します。NetApp
MetroClusterの構成は、世界中の数千社の企業で、高可用性（HA）、データ損失ゼロ、データセンター
内外のノンストップ オペレーションに使用されます。
ONTAP 9.7 以降 では、MetroCluster の継続的可用性は、FabricPool ミラーを使用した FabricPool
にも適用されます。
FabricPool ミラーを使用すると、クラスタをローカル階層 A（プライマリ）とクラウド階層 B（ミラー）
に接続し、クラスタ B をクラウド階層 B（プライマリ）とクラウド階層 A（ミラー）に接続できるよう、
2 つのバケット間でデータがミラーリングされます。図 16 に示すように、
図 11）MetroCluster + FabricPool

注
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ライセンス容量
FabricPool のライセンス容量は、MetroCluster 構成の両方のバケットに均等に適用されます。

ミラーされていないアグリゲート / ローカル階層
MetroCluster では、従来のアグリゲートと FabricPool を使用するローカル階層の両方をすべてミラーリ
ングする必要があります。MetroCluster 環境でミラーされていないアグリゲートでは FabricPool ミラー
を使用する必要はありませんが、アグリゲートがミラーリングされていないこと、および FabricPool を
使用している場合に FabricPool ミラーが存在しないことを示す警告メッセージが生成されます。
MetroCluster のエラーメッセージを表示するには、次のコマンドを実行します。
metrocluster check show

セキュリティ
FabricPoolでは、階層間でデータを移動する際に、パフォーマンス階層、クラウド階層、およびネ
ットワーク経由でAES-256-GCMの暗号化が維持されます。

ローカル階層
FabricPool は、NetApp Storage Encryption（NSE）、NetApp Volume Encryption（NVE）、および
NetApp Aggregate Encryption（NAE）をサポートしています。FabricPool を使用するには、NSE、
NVE、NAE のいずれも必要ありません。

ネットワークを介して転送
ローカル階層とクラウド階層間を移動するオブジェクトは、AES-256-GCM を使用した TLS 1.2 を使
用して暗号化されます。CCMなどの他の暗号化モードはサポートされていません。オブジェクト スト
レージはデータを復号化するために、CPUサイクルを使用する必要があるため、暗号化はある程度ま
で接続（レイテンシ）に影響します。TLS暗号化なしのオブジェクト ストレージとの通信はサポート
されていますが、推奨ではありません。

クラウド階層
NVE/NAEで暗号化されたすべてのオブジェクトは、クラウド階層に移動しても暗号化されたままです。ク
ライアント側の暗号化キーはONTAPが所有します。
NVE/NAEを使用して暗号化されていないすべてのオブジェクトは、AES-256-GCM暗号化を使用して
サーバ側で暗号化されます。追加の暗号化は必要ありません。サーバ側の暗号化キーは、それぞれの
オブジェクト ストレージが所有しています。
注

：FabricPoolでは、AES-256-GCM認証暗号化を使用する必要があります。CCMなどの他の
暗号化モードはサポートされていません。

クラウド階層の暗号化を無効にして
ONTAP 9.7 以降では、保存データの暗号化は不要になりました。保管データを暗号化せずに
FabricPool を使用することは推奨されませんが、サーバ側の暗号化と低レイテンシを同時に実現でき
ない、低パフォーマンスの S3 互換オブジェクトストレージプロバイダで必要になる場合があります。
ネットアップでは、このような状況では保管データの暗号化が引き続き推奨されるため、クライアン
ト側の NVE または NVA 暗号化を使用することを強く推奨します。
クラウド階層の暗号化を無効にするには、次のコマンドを実行します。
storage aggregate object-store config modify -serverside-encyption false
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Advanced権限レベルが必要です。

相互運用性
一般的に、ONTAP機能はFabricPoolアグリゲートでは変更されません。ONTAPはオブジェクトとブロ
ックを作成してパフォーマンス階層とクラウド階層の間で転送する必要がありますが、データ保護、効
率、セキュリティは、ONTAPの標準アグリゲートとほぼ同じです。主な差別化要因は、パフォーマンス
とコストです。オブジェクト ストレージの処理速度は低下し、コストも低下します。
表 2 と 表 3 に示す通常の相互運用性の例外は、FabricPool ローカル階層に固有です。
表 2）ネットアップの相互運用性

重点項目

サポート

サポート対象外

クラウド階層

StorageGRID 10.3以上

ONTAP ローカル階層

データ保護

•
•
•
•
•
•

Cloud Backup Service
MetroCluster
MetroCluster SDS
SnapMirror（XDPおよびDP）
SnapMirror Synchronous
SnapVault（XDPおよびDP）

•

『SnapMirrorによる7-Modeデータ
の移行』

•
•

7-Mode Transition Tool（7MTT）
DP_Optimized License（DPO）

•

NetApp SyncMirror®テクノロ
ジ

•
•

SVM-DR
StorageGRIDのレプリケーションと
イレイジャー コーディング

•

「すべて」の（または「バックアッ
プ」）階層化ポリシーを使用した
SnapMirror関係のカスケード化。

•

SMTape

•

NetApp SnapLock®テクノロジ

•

レプリケーションおよびイレイジャ
ー コーディング以外の
StorageGRID ILMポリシー

•
•
•

オブジェクトのバージョン管理
WORM
StorageGRID 準拠バケット

•

セキュアな削除

メモ ：最適な結果を得るには、
StorageGRID 11.2 以下の環境でレプリケ
ーションを使用し、StorageGRID 11.3 以
降でイレイジャーコーディングを使用し
ます。

•
•
•
•

暗号化

ストレージの効率化 •
•

NetApp Volume Encryption
NetApp Storage Encryption
サーバ側の暗号化（AES-256）
TLS 1.2

–

インラインの重複排除
インライン圧縮

–

•
•

コンパクション
アグリゲート インライン重複排除

•

（ローカル階層のみ）

ストレージ仮想化

–

NetApp FlexArray®テクノロジ

Quality of
Service（QoS;サ
ービス品質）

QoSの最大数（上限）

QoSの最小値（下限）

その他の機能

–

アグリゲートの Flash Pool の自動負
荷分散を行います
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表 3）サードパーティとの相互運用性

重点項目

サポート

サポート対象外

クラウド階層

•

Alibaba Cloud Object Storage Service（標
準、低頻度アクセス）
Amazon S3（標準、標準-IA、1ゾーン-IA、
Intelligent-Tiering）

•

Alibabaアーカイブ

•
•

Amazon Glacier
Azureアーカイブ

Amazon Commercial Cloud Services
（C2S）
Google Cloud Storage（Multi-Regional、
Regional、Nearline、Coldline）

•

IBMアーカイブ

•
•
•

データ保護
暗号化

•

IBM Cloud Object Storage（Cleversafeと
SoftLayerを含む）

•
•

ONTAP 9.8 以降では S3
Microsoft Azure Blob Storage（ホットおよ
びクール）

•

StorageGRID 10.3以上

Amazonの99.999999999%の複数リー
ジョン耐久性
サーバ側の暗号化（AES-256）
TLS 1.2

ILMポリシー
–

StorageGRID
パフォーマンス
サポートされるIOPSの最大数をバケット/コンテナ レベルで設定する可能性があるパブリック クラウドと
は異なり、StorageGRIDのパフォーマンスはシステム内のノードの数に応じて拡大します。
ネットアップ StorageGRID では、容量とパフォーマンスの要件を満たす、またはそれ以上の
ノードを十分にプロビジョニングすることを推奨しています

ロード バランシング
StorageGRID には、API ゲートウェイノードと呼ばれるオプションのロードバランサが含まれて
います。API ゲートウェイノードは低コストで設定を必要としませんが、他のロードバランサオ
プションほどの堅牢性はありません。
データへの即時アクセスが必要なアプリケーションのクラウド階層として機能するグリッドは、
SG1000 などのアプライアンスベースのロードバランサの使用を検討する必要があります。
追加情報の場合 は、TR-4626 『 StorageGRID Load Balancer Options 』を参照してください。
注

：StorageGRID 11.3 では、ハイアベイラビリティ（HA）グループを使用して S3 クライアン
トに可用性の高いデータ接続を提供できます。HA グループを使用して、Grid Manager と
Tenant Manager への可用性の高い接続を提供することもできます。ハイアベイラビリティグ
ループは、仮想 IP アドレス（VIP）を使用してゲートウェイノードまたは管理ノードサービス
へのアクティブ / バックアップアクセスを提供します。

ストレージの効率化
データをクラウド階層に移動するときに、圧縮、重複排除、コンパクションなどのONTAPのStorage
Efficiency機能が維持されます。ネットアップでは、StorageGRID で格納されているオブジェクトの圧
縮を無効にする
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セキュリティ
ONTAP NVE / NAE で暗号化されたすべてのデータは、クラウド階層に移動しても暗号化されたま
まです。クライアント側の暗号化キーはONTAPが所有します。
ONTAP NVE / NAE を使用して暗号化されていないすべてのオブジェクトは、AES-256-GCM 暗号化を
使用して StorageGRID によって自動的に暗号化されます。追加の暗号化は必要ありません。
StorageGRID では格納されているオブジェクトの暗号化を無効にすることを推奨

データ保護
StorageGRID では、データ保護のデフォルトの ILM ルールとして 2 コピーレプリケーションが使用
されます。StorageGRID 11.2 以上では、コスト効率の高いデータ保護を実現するために、2+1 スキー
ムを使用したサイト内イレイジャーコーディングが推奨されています。
イレイジャー コーディングは、レプリケーションよりも多くのCPUを使用しますが、ストレージ容量は
大幅に少なくなります。4+1 スキームと 6+1 スキームは 2+1 よりも容量が少ないですが、グリッド拡張
時にストレージノードを追加する場合にスループットが低下し、柔軟性が低下します。
注

：システムの可用性とデータの耐久性が低下するため、単一コピー レプリケーションは推奨
されません。複数の物理サイトに 4+2 や 6+3 などの地理的に分散したイレイジャーコーデ
ィングは、レイテンシの増加により推奨されません。

情報ライフサイクル管理
FabricPoolは、クラウド階層のデータを障害から保護するために、データ複製およびイレイジャー コ
ーディングのためのStorageGRIDの情報ライフサイクル管理（ILM）ポリシーをサポートしています。

オブジェクトのタグ付け
ONTAP 9.8 以降 FabricPool では、StorageGRID をクラウド階層として使用している場合に、オブジェ
クトタグに基づくフィルタリングなどの高度な ILM ルールもサポートされます。ILM ルールをタグと組
み合わせて使用することで、オブジェクトを特定のノードに転送したり、データ保護ポリシーを（レプ
リケーションからイレイジャーコーディングへ）変更したりできます
ONTAP では、ボリュームあたり最大 4 つのタグキーと値のペアがサポートされます。
ONTAP CLI を使用してボリュームにタグを追加するには、次のコマンドを実行します。
volume modify <name> -tiering-object-tags <key1=value1>,<key2=value2>, <key3=value3>, etc.

注

：ILMには、地理、ストレージ クラス、保持条件、およびFabricPoolクラウド階層のデータに
影響を与えるその他のカテゴリに基づく、さまざまな移動および削除ポリシーを含めることが
できます。FabricPoolは、外部オブジェクト ストレージに設定されたILMポリシーや設定を認
識しないため、ILMポリシーの設定ミスが原因でデータが失われる可能性があります。たとえ
ば、FabricPoolクラウド階層のデータを期限切れにしたり、削除したり、バケットから別の場
所（アーカイブ、Glacierなど）に移動したりしないでください。

仮想ノード
パフォーマンスが最適化されたハードウェアアプライアンスに加えて、StorageGRID ノードは仮想マ
シン（VM）または Docker コンテナとして導入できます。アクセス頻度の低いデータを階層化した
ONTAP ボリューム内の仮想ノードをホストしないでください。これらのボリュームの階層化ポリシ
ーを「なし」に設定します。
階層化ポリシーを「なし」に設定しないと、VM に関連付けられたブロックをコールドとしてマークして
階層化できるため、仮想オブジェクトストアがリスクにさらされます。その結果、レイテンシが大幅に増
加し、読み取り時のスループットが低下します。
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パフォーマンス
ローカル階層のサイジングを行います
サイジングを検討する場合は、パフォーマンス階層で次のタスクを実行できる必要があります。
•

ホット データのサポート

•

階層化スキャンによってデータがクラウド階層に移動されるまでコールド データのサポート

•

ホットになりパフォーマンス階層に書き戻されるクラウド階層データのサポート

•

接続されたクラウド階層に関連付けられたWAFLメタデータのサポート

ほとんどの環境では、1 ：10 ：ローカル階層：クラウド階層の比率は非常に控えめであるため、ス
トレージを大幅に削減できます。
注

：ローカル階層の容量が 90% を超える場合、クラウド階層からローカル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読み取られます。

クラウド階層のサイジング
サイジングを検討する場合、クラウド階層として機能するオブジェクト ストレージは次のタスクを実行で
きる必要があります。
•

既存のコールド データの読み取りをサポートします

•

新しいコールド データの書き込みをサポートします

•

オブジェクトの削除とデフラグをサポートしています

Inactive Data Reporting
Inactive Data Reporting（IDR）は、アグリゲートから階層化可能なアクセス頻度の低い（コールド）デ
ータの量を特定する優れたツールで、ONTAP 9.4 で提供が開始されました。
IDR は、31 日間のクーリング期間を使用してアクセス頻度が低いとみなすデータを特定します。階層化
されるコールド データの量はアグリゲート ボリュームに設定されている階層化ポリシーによって決ま
り、ONTAP 9.8 より前のバージョンでは、IDR は 31 日間の固定クーリング期間を使用していました。
•

ONTAP 9.8+
−

•

IDR のクーリング期間は、volume-tiering-minimum-cooling-days 設定を使用して調整できます。

ONTAP 9.6+

•

−

FabricPool 以外のすべての SSD ローカル階層では、IDR がデフォルトで有効になっています。

−

HDD 以外のアグリゲートでは、ONTAP CLI を使用して IDR を有効にできます。

ONTAP 9.4+
−

ONTAP 9.4 の FabricPool ローカル階層では、IDR がデフォルトで有効になっています。

−

FabricPool がサポートされていない環境では、ルートローカル階層、スペースプロビジョニ
ングを使用するローカル階層、Flash Pool などの IDR を有効にすることはできません。

表 4）IDR の動作

FabricPool
階層化ポリシー
アグリゲート

動作

SVMウィンドウ

はい

すべてのコ
ールドデー
タを報告し
ます

ONTAP 9.8 ：-tiering-minimum-cooling-days 設定
ONTAP 9.7 以前：31 日

42

なし

FabricPool のベストプラクティス
ONTAP 9.9.1

© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.

FabricPool
階層化ポリシー
アグリゲート
Snapshot のみ

動作

SVMウィンドウ

すべてのコ
ールドデー
タを報告し
ます

ONTAP 9.8 ：-tiering-minimum-coolingdays 設定
ONTAP 9.7 以前：31 日
注

いいえ

：Snapshot ブロックは、デフォルトの
2 日間設定を使用してすでに階層化さ
れています。

自動

IDR は報告
しません

非アクティブデータはすでに階層化されています

バックアップ -

IDR は報告
しません

非アクティブデータはすでに階層化されています

なし

すべてのコ
ールドデー
タを報告し
ます

31 日

Snapshot のみ

すべてのコ
ールドデー
タを報告し
ます

31 日

自動

すべてのコ
ールドデー
タを報告し
ます

31 日

バックアップ -

すべてのコ
ールドデー
タを報告し
ます

31 日

ONTAP System Manager
IDRはONTAP System Managerの[Storage Tier]ページに表示されます。
図 12）ONTAP System Manager での IDR
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ONTAP CLI
FabricPool以外のアグリゲートでIDRを有効にするには、次のコマンドを実行します。
storage aggregate modify -aggregate <name> -is-inactive-data-reporting-enabled true

ONTAP CLIを使用してIDRを表示するには、次のコマンドを実行します。
storage aggregate show-space -fields performance-tier-inactive-user-data, performance-tierinactive-user-data-percent

ONTAP CLI を使用して単一のボリュームの IDR を表示するには、次のコマンドを実行します。
Volume show -fields performance-tier-inactive-user-data, performance-tier-inactive-user-datapercent

performance-tier-inactive-user-data-percent フィールドには、ボリュームの使用済み容
量の割合ではなく、ボリュームの合計容量のうちアクティブでない割合が表示されます。
注：すべての SSD ローカル階層（ONTAP 9.6+）では IDR がデフォルトで有効になっていますが、ク
ライアントのワークロードにシステムリソースの 100% が必要な場合は自動的に無効になり、
クーリング日数がゼロにリセットされます。この場合、IDR は自動的にはオンに戻りません。
他 -is-inactive-data-reporting-enabled trueのワークロードのリソースを解放す
るために IDR をシャットダウンしないようにするには、を手動で有効にします。

接続
FabricPoolの読み取りレイテンシは、クラウド階層への接続機能です。10Gbpsポートを使用するLIF
は、十分なパフォーマンスを提供します。NetAppは、特定のネットワーク環境のレイテンシとスル
ープットを検証して、FabricPoolのパフォーマンスに与える影響を判断することを推奨しています。

オブジェクト ストレージ プロファイラ
ONTAP 9.4以降では、CLIからオブジェクト ストレージ プロファイラを使用できるようになりまし
た。このプロファイラを使用すると、FabricPoolアグリゲートにオブジェクト ストレージを接続する
前に、オブジェクト ストレージのレイテンシとスループットのパフォーマンスをテストできます。
クラウド階層は、オブジェクト ストレージ プロファイラで使用する前に ONTAPに追加する必要
があります。オブジェクト ストレージ プロファイラを起動します。
storage aggregate object-store profiler start -object-store-name <name> -node <name>

（Advanced 権限レベルが必要です。）
結果を確認します。
storage aggregate object-store profiler show

注：クラウド階層では、パフォーマンス階層のようなパフォーマンスは提供されません（通常は毎秒GB）。
FabricPoolアグリゲートは、SATAのようなパフォーマンスを簡単に提供することができます。
SATAのようなパフォーマンスを必要としない階層化ソリューションの場合は、10秒という高
いレイテンシと低いスループットも許容できます。
低パフォーマンス環境でFabricPoolを使用する場合は、クライアント アプリケーションの最小パフォー
マンス要件を引き続き満たす必要があります。それに応じて目標復旧時間（RTO）も調整する必要があ
ります。
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ネットワークの接続
直接接続ではパフォーマンスが向上し、データの転送コストは削減されますが、FabricPoolでは必要あ
りません。直接接続を使用する場合はパフォーマンスが大幅に向上するため、FabricPoolには10Gbps
を使用することを推奨します。
•

Alibaba Cloud Object Storage Service(Express Connect)

•

Amazon S3（Direct Connect）

•

Google Cloud Storage（Cloud Interconnect）

•

IBM Cloud Object Storage（直接リンク）

•

Microsoft Azure Blob Storage（ExpressRoute）

StorageGRID
サポートされるIOPSの最大数をバケット/コンテナ レベルで設定する可能性があるパブリック クラウドと
は異なり、StorageGRIDのパフォーマンスはシステム内のノードの数に応じて拡大します。許容できるパ
フォーマンス目標を達成するには、ネットアップはFabricPool接続要件を満たすか、それを上回るだけの十
分なノードを使用することを推奨します。

SnapMirror同時実行数
SnapMirrorとSnapVaultの同時レプリケーション処理は、クラウド階層へのネットワーク リンクを共有
するため、初期化とRTOはクラウド階層で利用可能な帯域幅とレイテンシに依存します。
接続リソースが飽和状態になると、パフォーマンスが低下する可能性があります。
複数のLIFを事前設定すると、このようなネットワークの飽和を大幅に減らすことができます。
注：ルーティングが異なるノードで複数のIC LIFを使用している場合は、異なるIPspaceに配置す
ることを推奨します。設定中にFabricPoolは複数のIPspaceから選択できますが、IPspace
内の特定のIC LIFを選択することはできません。

接続の喪失
何らかの理由でクラウドへの接続が失われた場合、FabricPoolパフォーマンス階層はオンラインのままで
すが、クラウド階層からデータを取得しようとすると、アプリケーションはエラー メッセージを受け取
ります。クラウド階層にのみ存在するコールド ブロックは、接続が再確立されるまで使用できません。

NASプロトコル
NFSおよびSMBプロトコルは、通常、接続が再確立されるまで5秒ごとに再試行します。次
のようなエラーメッセージが表示されます。
•

SMB
STATUS_INTERNAL_ERROR
クライアント アプリケーションは、このエラーを受信したときに再試行する場合としない場合
があります（クライアントに依存します）。クライアントを再マウントする必要はありません。

•

NFS
v3：EJUKEBOX
v4
NFSクライアントアプリケーションは、5秒後に再試行されます。再試行後に同じエラーが発生した
場合、NFSクライアントは接続が再確立されるまでハングします。
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SANプロトコル
一般的に、Fibre ChannelおよびiSCSIプロトコルは、タイムアウトが発生するまでに時間がかかります
（60〜120秒）。ただし、NASプロトコルと同じ方法で接続の確立を再試行することはありません。
SANプロトコルがタイムアウトした場合は、アプリケーションを再起動する必要があります。
パブリック クラウドへの接続を保証する方法がないため、SANプロトコルを使用した本番アプリケーシ
ョンの停止は、短時間であっても非常に深刻な事態になる可能性があります。この問題を回避するため
に、SANプロトコルがアクセスするデータを階層化する場合は、StorageGRIDなどのプライベート クラ
ウドを使用することを推奨します。
•

SAN
UNRECOVERED READ ERROR/RECOMMEND REWRITE THE DATA
ホストがONTAP LUNに接続されており、LUNがホスト上のRAIDセット（ボリューム マネージャな
ど）で構成されている場合、ホストRAIDサブシステムは、パリティからデータを回復でき、データ
は新しい場所に書き換えられます。ホストがこのデータをリカバリできない場合は、読み取りを再
試行できるように、ホスト上のアプリケーションを再起動する必要があります。

容量
ストレージ ティア
ネットアップの推奨する 1 ：10 ローカル階層：クラウド階層比率は控えめな設定です。FabricPoolは、
パフォーマンス階層のアグリゲートが98%の容量に達するまで、コールド データをクラウド階層に階層
化し続けます。たとえば、800TB のローカル階層は 784TB で 98% の容量に達しています。5%のメタ
データを使用するデータセットの場合、パフォーマンス階層で784TBに達する前に、15.6PBをクラウド
に階層化できます。
入力速度と出力速度の違いにより、保持する容量よりも多くのデータを移動しようとすると、パフォー
マンスの小さい階層において、スペースが不足する可能性があります。データは通常、オブジェクトに
変換して階層化するよりも高速にアグリゲートに格納されます。
たとえば、ボリュームの移動が2GBpsで行われ、階層化が500MBpsで行われる場合、パフォーマンス階
層への50TBのボリュームの移動は約7時間で完了します。ただし、オブジェクト ストレージへの階層化
には、最大28時間が必要です。パフォーマンス階層には、データを階層化する前にデータを格納するた
めの十分な容量が必要です。アグリゲートのスペース使用率は、ONTAP System Managerまたは
ONTAP CLIを使用して確認できます。

ONTAP System Manager
ONTAP System Managerの[Storage Tier]タブにFabricPoolのスペース使用率が表示されます。詳細には、
パフォーマンス階層の最大容量、使用済み容量、および外部階層の使用済み容量が含まれます。
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図 13）FabricPool のスペース使用率の情報

ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用して、Fabric Poolアグリゲートのスペース使用率の詳細を表示するには、次のコマンド
を実行します。
storage aggregate object-store show-space

例：
storage aggregate object-store show-space
Aggregate

Object Store Name Provider Type Used Space

aggr1
aws_bucket
1 entries were displayed.

AWS_S3

423.3GB

License
Space Used%
41%

ボリューム
FabricPoolアグリゲートのFlexVolボリュームは、データが配置されている階層に関係なく、FlexVolの
最大ボリューム サイズである100TBを超えることはできません。たとえば、パフォーマンス階層に1TB
しか格納されていない場合、パフォーマンス階層に1TB、クラウド階層に99TB格納しているFlexVol
は、最大100TBのFlexVolサイズに達しました。
FlexVolとは異なり、FlexGroupボリュームには、ハードウェアの物理的制限またはONTAPの合計ボリ
ューム制限を超える容量またはファイル数の制約は、ほとんどありません。
パフォーマンス階層のアグリゲートの容量が98%に達すると、FabricPoolはクラウド階層へのコールド
データの階層化を停止します。ローカル階層の容量が 90% に達すると、コールドデータはローカル階
層に書き戻されずにクラウド階層から直接読み取られます。
FabricPoolボリュームのスペース使用率は、ONTAP System ManagerまたはONTAP CLIを使用して確認で
きます。

ONTAP CLI
ONTAP CLIを使用して、FabricPoolボリュームのスペース使用率の詳細を表示します。
volume show-footprint

合計、ローカル階層（パフォーマンス階層）、クラウド階層（バケット名を使用）のフットプリントが表
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示されます。
Vserver : svm_fabricpool
Volume : project_b
Feature

Used Used%

Volume Data Footprint
16.84GB 1%
Footprint in Performance Tier 131.7MB 1%
Footprint in my-bucket
16.74GB 99%
Volume Guarantee
0B 0%
Flexible Volume Metadata
429.1MB 0%
Delayed Frees
27.60MB 0%
Total Footprint
17.29GB 1%

使用可能なライセンス容量
クラウド階層が容量ベースのライセンスで設定された最大容量の85％に達すると、容量警告がトリガー
されます。クラウド階層への階層化は、サード パーティのクラウド階層に保存されているデータの量
（使用容量）がライセンスされた容量に達すると停止します。以降のデータ（「すべて」階層化ポリシ
ーを使用したボリュームへの SnapMirror コピーを含む）は、ライセンス容量を追加するまで階層化でき
ません。階層化は停止しますが、クラウド階層のデータには引き続きアクセスできます。コールドデー
タは、ライセンスで許可された容量が増えるまでローカル階層に残ります。
ONTAP CLIを使用してFabricPoolライセンスの容量ステータスを表示する場合は、次のコマンドを実行し
ます。
system license show-status
system license show-status
例：

Status

License

Scope

Detailed Status

NFS
CIFS
iSCSI
FCP
SnapRestore
FabricPool
SnapMirror
not-installed
FlexClone

site
site
site
site
site
cluster
site
site

The
system is using 423.3GB, and can use up to 10TB.
-

SnapVault
SnapLock
SnapManagerSuite
SnapProtectApps
V_StorageAttach
Insight_Balance
OCShift
TPM
VE
not-applicable
DP_Optimized
Cloud
Select
20 entries were displayed.

-

-

valid

ONTAP System Managerを使用してFabricPoolライセンスの容量ステータスを表示するには、次
の手順を実行します。
1.

[Cluster]をクリックします。

2.

[Settings]をクリックします。

3.

[FabricPool License]をクリックします。
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4. Current Capacity列に現在の容量が表示されます。
図 14）ライセンス容量

仮想オブジェクト ストレージ
アクセス頻度の低いデータを階層化するボリュームでは、仮想オブジェクトストア（ベアメタルオブジェ
クトストレージとも呼ばれます）をホストしないでください。これらのボリュームの階層化ポリシーを
「なし」に設定します。
階層化ポリシーを「なし」に設定しないと、仮想マシンに関連付けられたブロックがコールドとしてマ
ークされて階層化されることがあり、レイテンシが大幅に増加し、読み取り時のスループットが低下す
るため、仮想オブジェクトストアはリスクにさらされます。

Cloud Volumes ONTAP内のデータ階層化
Cloud Volumes ONTAP内のデータ階層化はFabricPoolテクノロジに基づいています。ただし、利点と
制約が異なります。
Cloud Volumes ONTAPドキュメント内のデータ階層化は、ネットアップ クラウド ドキュメントのサイト
にあります。
•

（Cloud Volumes ONTAPを使用したデータ階層化）データ階層化の概要

•

（Cloud Volumes ONTAPを使用したデータ階層化）非アクティブなデータの低コストのオブジェクト
ストレージへの階層化

•

（クラウド ボリュームとデータ階層化ONTAP）Cloud ManagerとCloud Volumes
ONTAPドキュメント

NetApp Private Storage for AWS
NetApp Private Storage (NPS) for AWSは、すべてのFabricPoolのベストプラクティスを満たしているか
超えています。NPS for AWSソリューションは、企業がAWSクラウドの拡張性と柔軟性をNetAppスト
レージの制御とパフォーマンスと組み合わせたアジャイルなクラウド インフラストラクチャを構築でき
る、高性能なクラウド接続ストレージ アーキテクチャです。
NPS for AWSは通常、AWSが承認した多くのDirect Connectパートナー コロケーション データセンタ
ー（Equinixなど）の1つに展開されます。AWS Direct Connectを使用して、NetAppストレージとAWS
クラウド間の低レイテンシで、可用性の高い専用接続を提供します。

詳細情報の入手方法
このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントやWebサイトを確認
してください。
•

ONTAP System Manager
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/index.html

•

『コマンド：ONTAP 9.8 マニュアルページリファレンス』
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https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr- 980/ONTAP%209.8%
20commands.pdf
•

FabricPoolを使用したONTAPクライアントのStorageGRID証明書の構成
http://docs.netapp.com/sgws-112/topic/com.netapp.doc.sg-admin/GUID-E1AF31C7-BDA2-495CABFE-C3A45A12B026.html
ONTAP 9 Disks and Aggregates Power Guide
https://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-hacg/home.html

•
•

ONTAP and ONTAP System Manager のドキュメントリソースページ
https://www.netapp.com/us/documentation/ontap-and-oncommand-system-manager.aspx

•

System Manager を使用したオブジェクトストレージのプロビジョニング
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/pdfs/sidebar/Provision_object_storage.pdf

•

Cloud Tiering のライセンスをセットアップできます
https://docs.netapp.com/ja-jp/occm/index.html

•

ONTAP FabricPoolライセンスの概要
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/ONTAP_Fa
bricPool_(FP)_Licensing _Overview
StorageGRID管理者ガイド
https://docs.netapp.com/sgws-113/topic/com.netapp.nav.rn/home.html

•
•

TR-4015：『SnapMirror Configuration and Best Practices Guide』
http://www.netapp.com/us/media/tr-4015.pdf

•

TR-4133: NetApp Private Storage for Amazon Web Services (AWS)
http://www.netapp.com/us/media/tr-4133.pdf

•

TR-4183: SnapVault Best Practices Guide
https://www.netapp.com/us/media/tr-4183.pdf

•

TR-4375：NetApp MetroCluster FC
https://www.netapp.com/us/media/tr-4647.pdf

•

TR-4571: FlexGroup Environment Best Practices
https://www.netapp.com/jp/media/tr-4571.pdf

•

TR-4626 ：『 StorageGRID Load Balancer Options 』
https://www.netapp.com/us/media/tr-4647.pdf

•

TR-4689：NetApp MetroCluster IP
https://www.netapp.com/us/media/tr-4647.pdf

•

TR-4695: Database Storage Tiering with FabricPool
https://www.netapp.com/jp/media/tr-4695.pdf

•

TR-4814: ONTAP Environment Best Practices
https://www.netapp.com/us/media/tr-4647.pdf

•

TR-4826: FabricPool with StorageGRID
https://www.netapp.com/us/media/tr-4647.pdf

•

NVA-0009: NetApp Private Storage for Cloud
http://www.netapp.com/us/media/nva-0009.pdf

バージョン履歴
バージョン
2.6

日付

ドキュメントの改訂履歴

2021年8月

John Lantz ：Cloud Manager での FabricPool ライセンスから
Cloud Tiering ライセンスにライセンスが変更されました。

2.5

2021年6月

John Lantz ：9.9..1 用に更新。
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バージョン
2.4

日付

ドキュメントの改訂履歴

2020年12月

John Lantz ：9.8 用に更新。
HDD アグリゲート、ONTAP S3、クラウド読み出し、オブジ
ェクトタギングがサポートされます。ボリュームの最小クー
リング日数設定を使用して、非アクティブデータレポートを
カスタマイズできるようになりました。

2.3

2020年7月

John Lantz ：MetroCluster、StorageGRID、および
FabricPool ミラーのベストプラクティスに関する
詳細を追加。

2.2

2020年1月

John Lantz：ONTAP 9.3用に更新。
FabricPool ミラー、MetroCluster、S3 互換プロバイダ、
NDMP がサポートされます。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。
System Manager のインターフェイスのメジャーアップデート。
ネットアップの用語では、アグリゲートをローカル階層として
参照するようになりました。

2.1

2019年9月

John Lantz ：「すべて」の階層化ポリシーに関する詳細を追
加。

2.0

2019年7月

John Lantz：ONTAP 9.6用に更新。
Google Cloud Storage、Alibaba Cloud Object Storage
Service、SVM-DR、およびタームベース ライセンスのサポー
ト。「すべて」のボリューム階層化ポリシーは、非推奨となっ
た「バックアップ」ボリューム階層化ポリシーを置き換えま
す。ボリューム移動の機能強化、非アクティブなデータ レポー
ト、および階層化の最大容量に関する追加情報を追加。

1.9

2019年3月

John Lantz：AES-256-GCM暗号化に関する詳細と、プライベ
ート クラウドに接続する際のクロック スキューを回避する必
要性を追加。

1.8

2019年1月

John Lantz：ONTAP 9.5用に更新。
FlexGroupボリューム、クライアント側の暗号化、Amazon
Commercial Cloud Services（C2S）、IBM Cloud Object
Storage、およびアグリゲートの使用率しきい値を変更する機
能のサポートを追加。Cloud Volumes ONTAPを使用したアグ
リゲートによるストレージ階層化の情報。

1.7

2018年8月

John Lantz：Cloud Volumes ONTAPの容量とパフォーマ
ンスに関する追加情報を追加。

1.6

2018年7月

John Lantz：Cloud ONTAPの名前をCloud Volumes ONTAPに
変更。メタデータに関する追加情報を追加。

1.5

2018年6月

John Lantz：ONTAP Cloudに追加されたMicrosoft Azure Blob
Storageへの階層化、「自動」ボリューム階層化ポリシー、お
よびio1 EBSボリュームのサポート。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。

1.4

2018年5月

John Lantz：ONTAP 9.4用に更新。
「自動」階層化ポリシー、Microsoft Azure Blobサポート、
非アクティブ データ レポート、ONTAP Select Premiumの
サポートを追加。

1.3
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John Lantz：ONTAP 9.3用に更新。
ONTAP Cloud機能、AWS GovCloud S3、および追加の相
互運用性の詳細（QoS、StorageGRIDなど）を追加。
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バージョン
1.2

日付

ドキュメントの改訂履歴

2017年9月

John Lantz：接続要件に関する詳細を追加。

1.1

2017年8月

John Lantz：クラスタ間LIFの要件に関する詳細を追加。

1.0

2017年6月

John Lantz：初版出版。

お問い合わせ
本テクニカル レポートの品質向上について、ご意見をお寄せください。
連絡先は、docfeedback@netapp.com（英語）です。
ご連絡の際は、件名に本ドキュメントのタイトル名「TR-4598 FabricPoolのベストプラクティス」を含め
てください。
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